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洞 爺 湖 町 議 会 令 和 元 年 １ ２ 月 会 議 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

令和元年１２月１２日（木曜日）午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第 ３ 議案第３２号 洞爺湖町会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定について 

日程第 ４ 議案第３３号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整理について 

日程第 ５ 議案第３４号 洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

改正について 

      議案第３５号 洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正について 

日程第 ６ 議案第３６号 洞爺湖町職員の給与に関する条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第３７号 洞爺湖町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第３８号 洞爺湖町いこいの家条例及び洞爺湖町一般入浴事業に関する条例

の一部改正について 

日程第 ９ 議案第３９号 指定管理者の指定について(洞爺湖町歴史公園夕日ヶ丘パークゴ

ルフ場) 

      議案第４０号 指定管理者の指定について(洞爺湖森林博物館) 

      議案第４１号 指定管理者の指定について(洞爺湖町月浦運動公園) 

日程第１０ 議案第４２号 虻田町・洞爺村新町建設計画の一部変更について 

日程第１１ 議案第４３号 令和元年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第３号） 

日程第１２ 議案第４４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３

号） 

日程第１３ 議案第４５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

３号) 

日程第１４ 議案第４６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３号) 

日程第１５ 議案第４７号 令和元年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算(第２

号) 

日程第１６ 議案第４８号 令和元年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算(第３号) 

日程第１７ 意見書案第１0号 ｢再編統合｣対象の公立・公的病院名公表の撤回を求める意見書

（案）について 

日程第１８ 意見書案第１１号 授業料減免制度の現行水準を維持することを求める意見書（案）

について 
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日程第１９ 意見書案第１２号 災害救助法の見直しを求める意見書（案）について 

日程第２０ 意見書案第１３号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書（案）について 

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

本日の会議に付した事件 

日程第１～日程第２０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 

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

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 遠  藤  秀  男  君 

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

経 済 部 

参 与 
鈴  木  清  隆  君 

経 済 部 

参 与 
武  川  正  人  君 

洞爺総合

支 所 長 
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

課 長 
高  橋  憲  史  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 
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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 皆  見     亨  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 

事務局長 佐  藤  久  志 書 記 中  川  翔  太 

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

◎開議の宣告 

○議長（大西 智君） 皆さん、おはようございます。 

  現在の出席議員は、12名全員であります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

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

◎表彰の伝達 

○議長（大西 智君） 会議に先立ちまして、11月13日に開催された全国町村議会議長会創立

70周年記念式典におきまして、立野議員が在職30年以上の功労表彰を受賞しておりますので、

議長のほうから伝達をさせていただきたいと思います。 

  立野議員におかれましては、前のほうにお越しください。 

〔５番、立野広志君 前へ〕 

○議長（大西 智君） 表彰状。 

  北海道洞爺湖町、立野広志殿。 

  あなたは永年にわたり町村議会議員として、地域社会の発展及び住民福祉の向上に尽くさ

れました。 

  よって、今回、創立70周年を記念して表彰します。 

  令和元年11月13日、全国町村議会議長会会長、松尾文則（代読）。 

  おめでとうございます。（拍手） 

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

◎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、10番石川議員、11番板垣議員を指

名します。 

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

◎諮問第１号の上程、説明、質疑、採決 

○議長（大西 智君） 日程第２、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とい

たします。 

  諮問理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） それでは、議案書１ページをお開きいただきたいと思います。 

  諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてでございます。 

  下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求めるものでござ

います。 

  住所が虻田郡洞爺湖町洞爺町57番地２。氏名が村上正弘氏。昭和27年３月24日のお生まれ
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でございます。 

  経歴につきまして、別冊の議案説明資料をもとに説明をさせていただきたいと思います。

説明資料の１ページをお開きください。 

  学歴でございますが、昭和45年３月に北海道虻田商業高等学校を卒業されております。職

歴ですが、昭和45年４月に伊藤ハム栄養食品株式会社入社、昭和46年５月に森永商事株式会

社入社、昭和50年５月に洞爺村役場臨時職員となり、昭和51年４月から洞爺村役場に奉職さ

れ、平成24年３月に洞爺湖町役場を退職されております。 

  公職歴でございますが、平成26年４月から人権擁護委員として現在に至っております。ま

た、平成24年７月から洞爺湖町廃棄物減量等推進審議会委員として、平成28年４月から洞爺

湖町農業委員会委員を務め、ともに現在に至っております。団体歴でございますが、平成10

年４月から現在まで、洞爺第１自治会会計をなされております。 

  村上氏は、これまでの経験と知識を生かしていただき、再度人権活動にご尽力をいただき

たいと考えているところでございます。 

  以上、ご提案申し上げます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（大西 智君） これから、確認程度の質疑を行います。 

〔「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、お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、討論を省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「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、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦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、諮問のとおり答申することに賛成の方はご起立をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大西 智君） 起立全員であります。 

  したがって、諮問第１号人権擁護委員の推薦については、諮問のとおり答申することに決

定いたしました。 

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

◎議案第32号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第３、議案第32号洞爺湖町会計年度任用職員の給与等に関する条

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。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書の２ページでございます。 
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  議案第32号洞爺湖町会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定についてでございます。 

  洞爺湖町会計年度任用職員の給与等に関する条例を次のように定めるものでございます。 

  提案の理由でございますが、近年の地方公共団体における臨時・非常勤職員の増加を受け、

地方公共団体における臨時職員の任用の明確化と職務給の原則や同一労働同一賃金の趣旨を

踏まえた一般職非常勤職員としての会計年度任用職員制度を創設するため、平成29年５月に

地方公務員及び地方自治法の一部改正がなされ、令和２年４月より施行されることになって

おります。 

  この改正に伴い、洞爺湖町における会計年度任用職員制度の整備を進めており、その給与

等に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定するものでございます。 

  それでは、以下、順にご説明を申し上げます。 

  第１条、趣旨でございます。 

  この条例は、地方自治法及び地方公務員法の規定に基づき、給与及び費用弁償並びに旅費

に関して定めることを規定したものでございます。 

  第２条は、給与及び費用弁償の根拠でございます。 

  会計年度任用職員の給与及び旅費の支給に関しては、本条例に基づき支給することを規定

してございます。 

  第３条は、給与等の種類でございます。 

  常勤職員と同様の勤務時間で勤務するフルタイム会計年度任用職員と常勤職員より短い勤

務時間のパートタイム会計年度任用職員に支給できる給料、手当もしくは報酬、費用弁償に 

ついて規定しているものでございます。 

  第４条、給与及び報酬でございます。 

  フルタイム会計年度任用職員並びにパートタイム会計年度任用職員の給料または報酬の額

に関して定めてございまして、その額については、７ページの別表のとおりでございます。

常勤職員の１級の給料表と同じ給料表を定めるものでございます。 

  続きまして、３ページになります。 

  第５条は、給料決定の基準でございます。 

  初任給の決定基準並びにパートタイム会計年度任用職員に係る月額、日額、時間額の算定

について規定しているところでございます。 

  ６条及び７条では、給料支給の始期と終期をそれぞれ規定してございます。 

  ８条及び４ページに入って、９条におきましては、給料の日割計算と勤務しない場合の給

料等の減額については、一般職員の算定手法と同様に行うことを規定したものでございます。 

  第10条でございます。ここでは、給与の支給期日について、規則へ委任するほか、一般職

員と同様に取り扱うとしたものでございます。 

  第11条から第16条までは、手当等の支給について規定しており、一般職員の基準を準用す

ることとしてございます。 

  第11条は、特殊勤務手当及びこれに相当する報酬について、第12条では、通勤手当及びこ
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れに相当する費用弁償について規定してございます。 

  第13条の期末手当につきましては、任期が６カ月以上であり、かつ、週の勤務時間が15時

間30分以上である会計年度任用職員に対し、期末手当を支給することとし、第２項において、

支給割合を再任用職員と同様とすることとしたものでございます。 

  ５ページになります。 

  第14条及び第15条では、時間外勤務と休日勤務に係る手当及びこれに相当する報酬につい

ての取扱いを規定したものでございます。 

  第16条では、日直勤務を行った際の手当及びこれに相当する報酬に関して規定してござい

ます。 

  第17条は、勤務時間１時間当たりの給与額の算定としまして、時間外勤務手当及び休日勤

務手当を算定する際の勤務１時間当たりの給与額の算定方法について規定してございます。 

  第18条、休職者の費用弁償としまして、休職した場合に給与、費用弁償は支給しないこと

を規定してございます。 

  第19条、給与等からの控除としまして、給与から控除できる内容について、一般職員と同

様に保険料や水道料などの控除ができることを規定してございます。 

  ６ページになります。 

  第20条では、特殊職員に対する給与等としまして、業務の特殊性を考慮して、町長が指定

する会計年度任用職員については、予算の範囲内において別に給与を定めることができるも

のとしているところでございます。 

  第21条には、公務に伴う旅行に係る旅費及び費用弁償の支給について規定してございまし

て、一般職員と同様の旅費の支給をするものとしております。 

  第22条については、委任規定でございます。 

  附則でございます。 

  第１条で、この条例は、令和２年４月１日から施行するものでございます。 

  附則第２条でございますが、現在在職している嘱託職員を会計年度任用職員として任用し

た場合は、経験等を考慮して、現在と同等の給料月額とする特例を定めたものでございます。 

  以上のとおりご提案申し上げます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○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。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 何点か会計年度任用職員の給与に関する条例の制定について質疑をし

たいと思いますが、１点目は、会計年度任用職員制度導入の目的をどのように捉えているか

ということで、先ほど簡単な説明がありましたけれども、そのことを改めて伺うことと。 

  それから、これは国会の中でも参議院の総務委員会で附帯決議がなされていますけれども、

その中身をご存じがどうかということです。 

  そして３点目には、適用の段階で、この非常勤職員、月額給与が現状と比較してどのくら
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い引き下げられるのかと、新規採用者についてということについて説明いただきたいと。 

  それからもう１点は、第13条の期末手当の関係なのですが、週15時間半以下などの職員な

どは手当の支給対象外というふうに定めておりますが、そうすると、現在、私どもの町でこ

ういう状況で働いている非正規雇用の職員というのがどのくらいいて、例えば短時間の勤務

をしている保育士、早朝であるとか、あるいは延長であるとか、そういうようなところで働

いている職員を含めてどのくらいいるのかということ。そして、なぜ時間で期末手当の線引

きを行うのかと。 

  最後に、運用規則、当然条例であれば、それに基づいて規則をつくる、運用規則をつくら

なければならないわけですが、運用規則はもう既にできているのかどうか。その運用規則の

中には、例えば、これはほかの町村の、もう既に提案されている議案などを見ますと、雇用

の上限期間を設けているところもあるのです。こういうことも含めて、当町も考えているの

かどうかということについて、いくつかお聞きしましたが、答えていただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 町側の説明、答弁お願いします。 

  佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） この会計年度任用職員、どのように捉えているかということで

ございます。この度のこの制度でございますけれども、各自治体におけます非常勤職員、嘱

託職員、臨時職員というものにつきましては、現在まで各町村任せという形でございまして、

同一労働同一賃金の国の考え方を踏まえましたときに、統一するものは全くないということ

の考え方でございました。これに対しまして、国では、地方公務員の任用基準が不明確だと

いうことが多くありまして、市町村に対しまして、これらの是正が求められてきたところで

ございます。 

  今回の法を受け、会計年度任用職員の基準が明確化されることによりまして、各種手当、

休暇制度の充実、事務職員に準じて見直しをされるというふうに聞いております。これらに

ついては、非常勤の今まで弱い立場の方の少しでも改善につながるものという制度と理解し

ているところでございます。まず、目的については、そうでございます。 

  参議院の附帯決議という２番目の部分についてでございますけれども、この辺については、

勉強不足で大変申し訳ございませんが、後ほど勉強して回答させていただきたいと思います。 

  続きまして、新規採用者は給与がどのぐらい下がるのかということのお話でございますけ

れども、新規採用と言いますか、現在うちのほうで雇っております非常勤嘱託職員の月給に

つきましては、35時間勤務している方がほとんどなのですけれども、週35時間でございます

けれども、今回の改正でいきますと、職種が８パターンあるのですけれども、一番安いのは

事務補助職員でございます。これは高卒程度でございまして、現在15万600円という金額で

ございますけれども、これは、あくまで新規採用するという業務の内容につきまして、今回

の条例では、フルタイムという職種、それと短時間というパートタイム、この２種類を制定

してございます。あくまで今回の条例は、やっていただく業務、これがどういう業務によっ

て、所属部署、所属課、町なりが、それが必要であるかという判断に基づくものでありまし
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て、現在、フルタイムというのは町ではいないのですけれども、今後、所属課におきまして、

命にかかわる部分、保育業務ですとか、そういうものが出てくれば、フルタイムという雇用

になれば金額は下がるということはございません。 

  ただ、各課に、現在お話ししておりますけれども、一つの例としまして、草刈り作業とい

うのが、現在、週35時間しております。35時間になりますと、時給が若干下がりまして、月

額で２万円ほどです。フルタイムで雇用した場合は下がることはありません。38時間45分で

雇用した場合は下がりません。ところが、35時間でいきますと、その分の時間が下がってお

りますので、17万7,845円と試算しておりますけれども、約２万円ほど下がるという計算で

ございます。 

  それで、現在いる方につきましても、現給補償という形で今回提案しているところでござ

います。 

  また、15時間以下の手当の対象外ということですけれども、この辺につきましては、考え

方がございまして、国も週５時間を対象としています。この根拠が、短期期間任用職員制度

の下限という国のほうの制度がございまして、それに合わせている部分でございます。町で

見ますと、現在一番短いのは、保育所の短時間というよりは、子どもの交通指導員、朝と夕

方しております。これは週35時間で、１週間ぎりぎり三十六、七時間ぐらいのところで、学

校の交通安全指導員というのですか、朝、横断歩道を渡る、そういうものがぎりぎりの数値

で、数名いるということで理解しているところでございます。それ以外は、これ以上になっ

ているというふうに考えてございます。 

  また、規則でございますけれども、現在進めてございます。まだできていないというとこ

ろが正直なところでございますけれども、この条例の制定を待ちまして、早急に進めていく

と。その中で一番問題となるのは、議員おっしゃいました雇用の上限、これについては、当

町としては一切考えてございません。 

  ただ、働く上で、面接等、条件つきで、いろいろな条件はあるのですけれども、採用され

てから１カ月間の、一般の職員では６カ月という条件つき採用期間、こういうものはありま

す。また、人事評価制度という制度が、簡単なものでございますけれども、制定する予定に

なっております。これらの評価について、その本人が翌年度以降、その業務に適するかどう

かということも判定しなければならないというふうに考えておりますけれども、上限は一応

定めないよ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） 会計年度任用職員制度、これつくられるときも随分国会の中でも議論

があって、今その中身、附帯決議、実は理解していないという話だったのですが、本来はこ

ういうこともしっかり頭に入れて制度をつくると、条例を提案するということが大事だと思

うのですが、例えばこういうふうに書いてあるのです。 

  現行の非常勤や臨時職員の移行に当たっては、状況の不利益が生じることがないよう適正
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な勤務条件の確保を行わなければならないと。また、公務の運営には、任期の定めのない常

勤職員を中心にするものということに鑑み、会計年度任用職員についても、この考え方に沿

うよう引き続き任用のあり方の検討を行うということが、この決議の趣旨になっています。 

  今聞きましたら、事前の説明ではありましたけれども、パートタイムはいるけれども、フ

ルタイムはいないと。フルタイムはいないというよりは、フルタイムを設けるつもりがある

のかどうかということもちょっとお聞きしたいのですけれども、結局、そのことと。 

  それから、15時間半以下の職員の手当が支給されないということも、先ほど言ったのは、

それ以下の職員はいないと言ったのか、それとも何名かいるということで説明されたのか

ちょっとわからなかったのですが、ボーダーラインの人たちがいるような話は聞きましたけ

れども、それ以下の人がいないということだということなのかもしれませんが、ただ、そう

いう短時間働いている方に対しても、時間でこれを区切ると、線引きするということが、本

来、これは望ましくないのだろうなと私は思うのですが、その点に認識はどうだったのかと。 

  それから、確かに、既にもう雇用されている方については、一応特例措置を設けて、これ

までの月額の給与より減らないような形で、特例措置が行われるということではあるのです

が、では、実際に今度は新規で採用される方は、今、部長が言われたように２万円ほど月額

で下がるのですよね。だから今までよりもより安い賃金で雇用されることになる。年間の手

当が1.45つくから、大体ちょんちょんではないかというふうな話になるかもしれませんけれ

ども、それは期末手当が出ての話です。月々の生活をやりくりする上では、やはり基本とな

る給料が下がるということはとんでもない話だと私は思うのです。そんなことをどんなふう

に考えてこの条例をつくられたのかということ、そのことについて改めて伺いたいと思いま

す。 

○議長（大西 智君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） まず、手当の関係の15時間という部分でございまして、先ほど

私、交通指導員の話をしましたけれども、一部休職ですとか、保育の中で短時間がいるとい

うことでございます。それらにつきましては、国のほうの指針がございまして、期末手当を

払う条件が６カ月以上勤務した者で、15時間30分以上勤務している職員という下限が設定さ

れているものですから、これに合わせているというところでございます。 

  また、基本給の考え方でございます。フルタイムはいないというような形ですけれども、

今後、業務の内容につきましては、町としましては、フルタイムも必要だということで、今

回、条例制定しているもので、現在はいないという段階でございますので、今後は、業務内

容が必要であれば、給与が下がらないフルタイムで活動していただくという形になろうかと

思います。現在いる方について、所属長に確認したとき、新年度に向けてまだ、今後、教育

部分でございますけれども、特殊な学校の生徒に関することですとか、そういうものが出て

くる可能性もあるということで、そういうものを制定しているというところでございます。 

  それで、２万円下がるのは、勤務時間の関係でございまして、１週間の勤務時間が、単価

は同じなのですけれども、35時間か38時間45分、それを１カ月に換算した場合に２万円下が
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ると。 

  それともう一つ、議員おっしゃっていました、下がってから。私は言っていないのですけ

れども、昇格・昇給、これを適切に行っていくという形でございまして、新しい人が入って

きますと、現給補償している職員との差が、もちろん今は２万円あるというのですけれども、

実際これを解消すべく、私のほうで今、昇給制度も考えておりますけれども、５年間すると

追いつくというような制度設計を今考えているところでございます。ただ、それにしても基

本給が、生活していく上で一番大事な部分でございます。言われていることは認識しており

ますので、新しく募集する際におきましても、きちっと条件を明示し、公募をかけてやって

いかなければならない。丁寧に説明していかなければならないというふうには認識している

ところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 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。 

  これから討論を行います。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 議案第32号洞爺湖町会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定に

ついて、反対の討論を行います。 

  この条例制定は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正して、１年任用の会計年度任

用職員という新たな仕組みを導入し、臨時・非常勤の地方公務員の大部分を移すために制定

されているものです。 

  これには、先ほどもお話ししましたが、参議院の総務委員会では、附帯決議がなされてい

ます。現行の非常勤や臨時職員の移行に当たっては、状況の不利益が生じることがないよう

適正な勤務条件の確保が行われなければならない。また、公務の運用には、任期の定めのな

い常勤職員を中心にするということを鑑み、会計年度任用職員についても、この考え方に沿

うよう、引き続き任用のあり方を検討するようということで決議されておりますし、そのこ

とを市町村にも求めるということで、これは政府答弁がありました。 

  しかし、当町の場合、適用の段階で非常勤職員の月額給与が、今、説明ありましたけれど

も、２万円近くも引き下げられるということが起こってまいります。 

  さらに、現在の在職者特例措置で雇用される職員との間で言うと、同じ扱い、例えば１級

の５号俸で言いますと、月額で１万5,175円の差が出て、年間ではいくら差が出るかという

と、年間では約20万4,090円の差額が出るのです。在職者特例措置と新規採用の職員の間で

は。つまり同じ業務、同じ種別で採用されていながら、これだけ大きく給与が、隔たりがあ

るということ自身も、はっきり言えば同一労働同一賃金の考え方から言えば、全くこれに沿

わない内容ではないかと私は思います。そして、先ほどの参議院総務委員会の決議の趣旨か

らも逸脱する、不利益を与える、そういう状況だと考えます。 
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  この制度では、１年間の限定の雇用制度ですが、町が任用期間の限定を、現在、規則でも

定めてはいないと言っていますけれども、実はいくつかの市町村では、条例だけではなくて、

規則の中に任用期限、上限、例えば５年までというふうに定めているところもあるように聞

きます。つまり規則を改正することによって、要は上限を設定することも可能なのだという

ことだと思うのです。条例そのものが、そういったことを、要は担保するようなものになっ

てしまってはまずいと。本来、地方公務員法の傘下にあるとするならば、その法の趣旨に

沿って、本来、フルタイムで雇用止めしないというのが原則であり、正規雇用によってこそ、

働く人々の生活を保障し、雇用の安定へとつながるものだと考えます。 

  このような制度の改善を図ることが今大切であり、地方公務員法の無期限任用の原則とい

うことになりますから、この点でも反対をいたします。 

○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） 今、反対の討論がございました。新しく令和２年４月から施行され

る新しい法律と言いますか、条例になろうかと思いますが、新しくできるこの条例は、いろ

いろな欠陥が今指摘されておりますけれども、何をするにしても100％の部分、ある部分を

補おうとしたら別な部分で支障を来すような部分というのは、あってはならないとは言いな

がらも、どうしても起きてくることというのは通常考えられることかなというふうに思いま

す。 

  中身の細かいところまでは私も理解できていない部分もございますけれども、先立って広

域連合の議員として、私、出させていただいておりますけれども、そちらのほうでも任用関

係の制度についての議決もされていますし、ほかの町村でも、この点についての議決がなさ

れているように聞いております。この町はこの町で決めれば良いのかもしれませんけれども、

いろいろな関連する自治体とのこともございますので、同じ形の基準で制度が成立すること

が望ましいのだろうと。こういうふうに考えますので、この条例については賛成をする立場

で討論をさせていただきました。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） ほかに討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） なければ、これで討論を終わります。 

  これから、議案第32号洞爺湖町会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定についてを

採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大西 智君） 起立多数です。 

  したがって、議案第32号洞爺湖町会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定について
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は、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第33号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第４、議案第33号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する

法律の施行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。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） それでは、議案書８ページをお開きいただきたいと思います。 

  議案第33号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

理についてでございます。 

  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行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。 

  この条例改正の趣旨でございますが、地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、新

たに会計年度任用職員制度が創設されることに伴い、関連する条例を一括して改正するもの

でございます。 

  ８ページから13ページにわたりまして、七つの条例を改正いたしますが、内容につきまし

ては、議案説明資料によりご説明を申し上げたいと思います。 

  説明資料の２ページをお開きいただきたいと思います。 

  ２ページ。洞爺湖町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の新旧対照表でございま

す。 

  この条例改正でございますが、企業会計に属する職員の給与等を規定してございまして、

文言等の整理を行うものでございます。 

  第２条、給与の種類では、給与等の対象となる職員として、常勤職員のほかにパートタイ

ム会計年度任用職員及び短時間勤務再任用職員を加えるものでございます。 

  第15条、休職者の給与につきましては、会計年度任用職員が休職した場合に、給与を支給

しない旨を加えてございまして、第16条の２は、文言の整理でございます。 

  次に、３ページになります。洞爺湖町職員定数条例の新旧対照表でございます。 

  第１条の定義で、定数の対象となる一般職員から会計年度任用職員及び臨時職員を定数外

とする改正を行うものでございます。 

  次に、下段の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の新旧対照表でございます。 

  会計年度任用職員も分限処分の対象となりますので、第３条の２、休職の効果において、

会計年度任用職員を休職とする場合には、当該職員の任用期間の範囲内とする改正を行うも

のでございます。 

  次は、４ページになります。職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の新旧対照表でござ

います。分限処分と同様に、会計年度任用職員は懲戒処分の対象となることから、減給をさ

れる場合の給料を、パートタイム会計年度任用職員については「報酬」と読み替える。そう
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いう改正でございます。 

  続きまして、５ページになります。洞爺湖町職員の育児休業等に関する条例の新旧対照表

でございます。この条例の改正内容としましては、会計年度任用職員の育児休業等の改正に

関し、必要な改正を行うものでございます。 

  第２条におきまして、育児休業することができない職員を規定しておりまして、会計年度

任用職員においては、任用が１年未満の者や任用の継続が見込まれない者は育児休業をする

ことができないとする規定を加えるものでございます。これにつきましては、５ページから

６ページにまたがって記載しているところでございます。 

  第２条の３におきましては、会計年度任用職員の育児休業の取得期間を定める規定を追加

し、会計年度任用職員については、お子さんが１歳になるまでを基本とし、最大１歳６カ月

まで育児休業を取得できるとしたものでございます。これにつきましても、６ページから８

ページにわたって書いてございます。 

  ８ページ、第２条の４は、育児休業を取得している会計年度任用職員に、規則で定める特

別の事情がある場合には、お子さんが２歳になるまで育児休業を取得することができる規定

を加えるものでございます。 

  ９ページになります。上記条項の追加に伴い、第２条の３を第２条の５とするものでござ

います。 

  第３条は、育児休業を再取得する際の要件を定めておりますが、第７号、第８号として、

会計年度任用職員の任期の更新等に伴う規定を追加するものでございます。 

  下のほう、第７条は、育児休業を取得した職員の期末手当等の支給について規定している

ものでございます。第２項を新たに加え、基準日の前６カ月間に勤務した期間がある職員に

つきましては、期末手当を支給することとしております。また、第３項では、勤勉手当の支

給対象から会計年度任用職員を除外することとして改正しているところでございます。これ

につきましても10ページまでまたがっているところでございます。 

  10ページになりますが、第８条では、育児休業をした職員の復職後の給料の号俸の調整に

関して定めてございますが、この対象から会計年度任用職員を除くこととして、改正するも

のでございます。 

  第18条では、部分休業を取得できない職員として、会計年度任用職員の規定を加えること

とし、在職が１年未満の会計年度任用職員は部分休業を取得することができないものとして、

全文を改めるものでございます。 

  続きまして、11ページ、第19条では、部分休業の承認につきまして、会計年度任用職員の

取扱いを加えるものでございます。第３項としまして、会計年度任用職員の部分休業の取得

時間を定めてございまして、１日当たり２時間以内の部分休業が可能となります。 

  次に、12ページになります。洞爺湖町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の新旧

対照表でございます。 

  毎年、本条の規定に基づきまして、職員数や給与の状況などを公表してございますが、こ
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の公表の対象となる職員に対しまして、会計年度任用職員を除外とする改正を行うものでご

ざいます。 

  最後でございますが、洞爺湖町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の新旧対照表

でございます。 

  第５条の職員の派遣の適用除外でございますが、第２号の「非常勤職員」の記載を「会計

年度任用職員」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、13ページでございます。 

  附則でございます。 

  この条例は、令和２年４月１日から施行するものでございます。 

  以上のとおりご提案いたします。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○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。討論はございますか。 

〔「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33号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関

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33号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う

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34号及び議案第35号の一括上程、一括説明、一括質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第５、議案第34号洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部改正について及び議案第35号洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する条例

の一部改正についてを一括して議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） それでは、議案書の14ページになります。 

  議案第34号洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について

及び議案書15ページの議案第35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、この２議案につきまして、一括して提案を申し上げたいと思います。 
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  今回、この条例改正の趣旨でございますが、本年度の国家公務員の給与改定による官民格

差に基づき、職員の給与水準が増額改定されることから、これに準拠しまして、議会議員、

特別職の期末手当の支給割合を0.05カ月増額改定するものでございます。 

  なお、改定に当たりましては、本年12月支給分を0.05カ月増加させ、令和２年度は６月支

給と12月支給を均等に2.25カ月分とし、年4.5カ月分とする改正となっていることから、第

１条において、令和元年12月の期末手当の改正を行い、第２条において、令和２年度以降の

期末手当の改正を行うものでございます。 

  それでは、議案説明資料によりご説明を申し上げたいと思います。 

  説明資料の13ページをお開きいただきたいと思います。 

  洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例新旧対照表、第１条関係でござ

います。 

  第６条の期末手当でございます。支給割合を100分の227.5に改めるものでございます。 

  下段の同じ新旧対照表の第２条関係でございますが、令和２年以降の支給割合を100分の

225に改めるものでございます。 

  議案書14ページに戻っていただきたいと思います。 

  附則でございます。 

  この条例は、公布の日から施行するものですが、第２条に関する規定につきましては、令

和２年４月１日から施行するものでございます。 

  附則第２項でございますが、令和元年12月に支給する期末手当の支給割合の改正について

は、令和元年12月１日から適用するものでございます。 

  なお、附則第３項につきましては、期末手当の内払いについてのみなし規定でございます。 

  次に、議案書15ページの議案第35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が、これにつきましては、議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部を改正する条例と同様の内容でございますので、説明を省略させていただき

たいと思います。 

  以上のとおりご提案申し上げます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、一括して質疑を行いたいと思います。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。 

  これから、討論と採決をそれぞれ行います。 

  まず、議案第34号洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に

ついて、討論を行います。討論はありますか。 

〔「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34号洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改
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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34号洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

改正については、原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第35号洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正について、討論

を行います。討論はございますか。 

〔「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35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35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。 

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

◎議案第36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36号洞爺湖町職員の給与に関する条例の一部改正に

ついてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書16ページでございます。 

  議案第36号洞爺湖町職員の給与に関する条例の一部改正についてでございます。 

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

ます。 

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

給与水準の改定を行うものでございまして、給料につきましては平均0.1％の引き上げ、勤

勉手当については0.05カ月の引き上げをする内容となってございます。 

  また、時間外勤務手当の算出に用いる勤務１時間当たりの給与額の算定方法につきまして、

労働基準法の規定に基づき、寒冷地手当の額を含めることとし、改正するものでございます。 

  議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例と同様に、適用時期が異なることから、

第１条において、令和元年度に適用する給与の改正を、第２条において、令和２年度以降に
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適用する給与の改正を行うものでございます。 

  それでは、議案説明資料によりご説明を申し上げたいと思います。 

  15ページになります。新旧対照表でございます。 

  まず、第１条関係でございますが、第24条第２項の勤勉手当の総額でございますが、再任

用職員以外の職員にあっては100分の97.5に改めるものでございます。 

  第27条の勤務１時間当たりの給与額の算出でございますが、「及びこれに対する」を「、

寒冷地手当の月額及び」に改めるものでございます。 

  次に、16ページでございます。 

  第２条関係でございます。第24条の第２項の勤勉手当の総額でございますが、再任用職員

以外の職員にあっては100分の95に改めるものでございます。 

  議案書に戻っていただきたいと思います。16ページでございます。 

  第１条における別表第１を18ページから20ページのとおりに、行政職給料表の全部改正を

するものでございますが、平均で0.1％引き上げるものでございます。 

  最後に、附則でございますが、施行期日でございますが、１項として、第１条関係は公布

の日から、第２条関係の規定は令和２年４月１日から施行するものでございますが、第２項

で、行政職給料表の改正は、平成31年４月１日から、勤務１時間当たりの給与額の算出方法

の改正は令和元年11月１日から、勤勉手当の支給割合の改正は令和元年12月１日から遡及適

用するものでございます。 

  次に、附則第３項としまして、給与の内払いについてのみなし規定を規定してございます。 

  なお、本改正の内容につきましては、町職員の組合とも合意しているところでございます。 

  以上、提案申し上げます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○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。 

〔「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36号洞爺湖町職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決します。 

  お諮りいたします。 

  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36号洞爺湖町職員の給与に関する条例の一部改正については、原案の

とおり可決されました。 

  ここで、休憩といたします。再開を11時10分といたします。 
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（午前１０時５８分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開いたします。 

                                （午前１１時１０分） 

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

◎議案第37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37号洞爺湖町災害弔慰金の支給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。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書21ページになります。 

  議案第37号洞爺湖町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてでございます。 

  洞爺湖町災害弔慰金の支給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。 

  改正の趣旨及び内容でございますけれども、国が災害弔慰金の支給等に関する法律の一部

改正を行ったことから、同法及び同法施行令の規定に準拠する本条例につきまして、引用す

る法律の条番号等を改正するものでございます。 

  法律改正の主なものとしましては、災害援護資金の融資を受けた方について、支払猶予が

可能であることの明確化、破産の場合は、死亡等と同様に免除する。これらの判断のために

収入等調査権限を市町村に付与するとなってございます。 

  以下、議案説明書により説明いたします。説明資料の17ページになります。 

  洞爺湖町災害弔慰金の支給等に関する条例新旧対照表でございます。 

  第15条の第３項を、左側の記載の改正案のとおり改めるものでございます。法第13条が支

払猶予の規定、法第14条第１項が免除の規定、第16条が報告等に関する規定でございまして、

また、本法律の改正に伴い同法施行令の条文も変更になるため、引用条文を改正するもので

ございます。 

  議案書の21ページに戻っていただきたいと思います。 

  附則でございますが、この条例の施行日につきましては、公布の日からとしているもので

ございます。 

  以上、ご提案申し上げます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○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） この災害弔慰金の支給に関する条例ですが、法律の改正に伴ってとい

うことなのですが、もう少し法律改正がどういう趣旨で行われたのかというあたり、説明い

ただければと思うのですが、私がちょっと事前に調べてみましたが、例えば阪神淡路大震災
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などの一定の所得、資産要件による免除というようなものが、まず第一に挙げられて、そし

て大きいのは、保証人の要否を市町村に委ねるということを踏まえて、それ以外の災害につ

いて、償還期限から10年経過後には、市町村が保証債務を放棄できるようにすると。こうい

うふうなことも含まれているのですが、そういった調査や権限を市町村に移譲したというこ

とになるのかなと思うのですが、かなり市町村としての責任が重くなってくるし、このこと

によって、実際にどうなっていくのかということを伺いたいのですが、そもそも災害弔慰金、

低所得者が最大350万円まで借りられるという制度になるわけですが、350万円の弔慰金を３

年間無料で保障し、その後３％の利息を払うというような法の内容になっているようですが、

その点で間違いないのかどうかということと。 

  それから、東日本大震災から８年が経過しているのですが、家屋が半壊した人とか、全壊

でなかったために補償金も少なくて、建て替えするお金もないと。壊れたままの家屋の２階

で生活するなんていうニュースもいまだに流れておりますが、350万円を借りるには、保証

人も必要だし、３％の利息を加えての支払いもしなくてはいけないというような中身になっ

ているそうですが、その点で間違いないのかどうか、その辺ちょっと確認させてください。 

○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） ただいまの質問でございます。 

  まず、法の趣旨という部分、冒頭ございました。こちらにつきましては、近年の大変頻発

しております大規模な自然災害によりまして、まず、災害援護資金を受けた被災者の方々が、

長期にわたって非常に生活再建に向けて苦難を強いられておられるというような現状を踏ま

えた、こういった状況を鑑みまして、国のほうにおいて、まずは改善が必要であろうという

ことのもとに、償還金の免除の範囲の拡大等々のいわゆる緩和措置、こういったものを災害

弔慰金の支給等に関する法律の中で一部改正を行ったと。同法律及び同法律施行令の規定に

準用いたします、洞爺湖町の災害弔慰金の支給等に関する条例の規定についても、引用する

形で条文の改定を行ったといったところでございます。 

  それから、続きまして、２番目の保証人の要否についての移管というところがあったかと

思います。これにつきましては、ただいまのところ市町村に委ねるというようなことになっ

てございますけれども、適正な貸付の観点、それから回収の観点から、現時点におきまして

は、これまでの運用をそのまま引用いたしまして、基本的に、これから新たに貸付を行う場

合に当たりましても、基本的には、保証人については設定していただくというようなところ

で、現状については考えているところでございます。 

  それから、最後に、議員のほうからお話のございました、いわゆる貸付の額あるいは金利

のパーセントの問題でございますけれども、こちらにつきましても、お話のあったとおりで

ございまして、現状の運用について、変更することは今考えていないところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 



－147－ 

○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。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 議案第37号洞爺湖町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正につ

いての反対討論を行います。 

  この間の東日本大震災、その前の阪神淡路大震災の状況を見ても、期限が来ても返せない

人への期限延長、それでも返せない。支払請求などの事務手続等で、この間43億円の経費も

費やしてきたと言われています。当初から43億円を支給したほうが、かえって災害者にとっ

てはどんなに助かったことかということだと思うのですが、実は、銀行に預金しても今はほ

とんど金利がつかないという状況でありますが、国からその後、これを借りて３％の利息を

払うという方法です、今。とてもこれでは納得いかないし、国はもっと責任を負うべきだし、

生活再建が思うように進まず、災害援護資金の返済が困難な被災者の実態がいまだにある中

で、全ての災害で低所得者への返済を免除するような、そういう対応こそ必要ではないかと。

こういう国の法改正に基づく条例改正ではありますけれども、問題点を指摘しながら、この

条例の一部改正については反対をいたします。 

○議長（大西 智君） 次に、本件に賛成者の発言を許します。 

  ７番、千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 物足りない面があるのかもしれませんけれども、私は賛成の討論をさ

せていただきたいと思います。 

  この条例につきましては、文言の整理ということが第一義的にあるのかなと思いますし、

改正内容も償還金の支払猶予や、また、償還の免除なども大幅に含まれているというふうに

感じておりますので、この条例は洞爺湖町の中に入れても問題はないというふうに確信をし

ておりますので、賛成の討論とさせていただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） ほかに討論ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） これで討論を終わります。 

  これから、議案第37号洞爺湖町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてを採

決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立をお願いいたします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大西 智君） 起立多数です。 

  したがって、議案第37号洞爺湖町災害弔慰金の支給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。 

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

◎議案第38号の上程、説明、質疑、討論、採決 
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○議長（大西 智君） 日程第８、議案第38号洞爺湖町洞爺いこいの家条例及び洞爺湖町一般

入浴事業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。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書の22ページになります。 

  議案第38号洞爺湖町洞爺いこいの家条例及び洞爺湖町一般入浴事業に関する条例の一部改

正についてでございます。 

  洞爺湖町洞爺いこいの家条例及び洞爺湖町一般入浴事業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。 

  条例改正の内容でございますが、本年10月１日に公衆浴場入浴料金の統制額の改定が北海

道より告示されてございます。洞爺湖町としましては、これまでと同様に、洞爺いこいの家

の利用料金及び一般入浴事業に係る入浴券の料金の改定を行うものでございます。 

  今回の改定につきましては、大人の料金についてのみ改定するものでございまして、10円

を引き上げ45円とするものでございます。 

  以下、議案説明資料によりご説明を申し上げたいと思います。説明資料の18ページをお開

きいただきたいと思います。 

  洞爺湖町洞爺いこいの家条例新旧対照表でございます。 

  別表の利用料金、入館料でございますが、大人の利用料金を「440円」から「450円」に引

き上げ、第２号の回数券でございますが、利用料金を「4,500円」に改めるものでございま

す。 

  続きまして、19ページになります。洞爺湖町一般入浴事業に関する条例新旧対照表でござ

います。 

  第５条第２項の入浴券の料金につきまして、10回券一つづりを「4,400円」から「4,500

円」に改めるものでございます。 

  議案書の22ページに戻っていただきたいと思います。 

  附則でございます。１項でございますが、この条例は、令和２年４月１日から施行するも

のでございます。 

  次に、附則第２項の経過措置でございますが、施行の日の前日までに購入した旧券の利用

について定めたものでございます。 

  以上、提案申し上げます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 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。 
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  これから、議案第38号洞爺湖町洞爺いこいの家条例及び洞爺湖町一般入浴事業に関する条

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38号洞爺湖町洞爺いこいの家条例及び洞爺湖町一般入浴事業に関する

条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第39号から第41号までの一括上程、一括説明、一括質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第９、議案第39号指定管理者の指定についてから議案第41号指定

管理者の指定についてまでを一括として議題といたします。 

  提案理由の説明を一括して求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書の23ページから25ページまでになります。 

  議案第39号から議案第41号までを一括して提案申し上げます。いずれも指定管理者の指定

でございます。 

  地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、次の候補者を指定管理者として指定する

ことについて、議会の議決を求めるものでございます。 

  まず、議案第39号でございます。管理を行わせる施設でございますが、虻田郡洞爺湖町入

江105番地２、洞爺湖町歴史公園夕日ヶ丘パークゴルフ場でございます。 

  指定管理者に指定する団体としまして、虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉142番地、グリーンス

テイ洞爺湖、代表者が専務取締役、室田米男氏でございます。 

  指定する期間につきましては、令和２年４月１日から令和７年３月31日までの５カ年とし

てございます。 

  それでは、議案説明資料で説明をさせていただきたいと思います。説明資料の20ページ、

21ページになります。 

  指定管理者の選考方法でございますが、これにつきましては、公募によってございます。

施設の概要でございますが、るる書いてございますが、記載のとおりとさせていただきます。

管理運営費につきましては、年間514万円を予定してございます。公募したところ、現在の

指定管理者である株式会社グリーンステイ洞爺湖の１社から応募がございまして、実績や指

定管理者選定委員会の意見等も踏まえまして、再度指定するものでございます。 

  指定管理者として指定する団体の概要につきましても記載のとおりでございますが、事業

概要としまして、キャンプ場の経営、本施設の指定管理を受託しているところでございます。 

  21ページになりますけれども、事業計画の各項目についても記載のとおり定めているとこ

ろでございます。下のほうの収支計画でございますが、指定管理料として年間268万5,000円
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を計上しているところでございます。 

  議案書24ページに戻っていただきたいと思います。 

  議案第40号でございます。管理を行わせる施設ですが、有珠郡壮瞥町字中島事業区418国

有林内、洞爺湖森林博物館でございます。 

  指定管理者に指定する団体としまして、有珠郡壮瞥町中島、有限会社洞爺湖汽船商事、代

表者が代表取締役、大西英生氏でございます。 

  指定する期間につきましては、令和２年４月１日から令和７年３月31日までの５カ年とし

てございます。大変申し訳ありません。議案書の期間の表記で、「令和７年３月31」となっ

てございます。この後に「日」が入りますので、追加をお願いしたいと思ってございます。 

  議案説明資料の22ページ、23ページになります。 

  指定管理者の選定方法でございますが、公募によってございます。施設の概要ですが、記

載のとおりでございます。管理運営費としまして、年間235万6,000円を予定しているところ

でございます。公募しましたところ、現在の指定管理者である有限会社洞爺湖汽船商事の１

社から応募がございまして、実績や指定管理者選定委員会の意見等も踏まえまして、再度指

定するものでございます。 

  指定管理者として指定する団体の概要でございますが、これにつきましても記載のとおり

でございます。 

  事業概要としまして、洞爺湖中島の売店業務、本施設の指定管理を受託しているところで

ございます。23ページの事業計画の各項目につきましても記載のとおり定めているところで

ございます。一番下の収支計画でございますが、指定管理料として年間70万円を計上してい

るところでございます。 

  議案書の25ページに戻っていただきたいと思います。 

  議案第41号でございます。管理を行わせる施設でございますが、虻田郡洞爺湖町月浦44番

地42、洞爺湖町月浦運動公園でございます。 

  指定管理者に指定する団体としまして、虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉142番地、特定非営利

活動法人、洞爺にぎわいネットワーク、代表者が理事長、福井政吉氏でございます。 

  指定する期間につきましては、令和２年４月１日から令和５年３月31日までの３カ年とし

てございます。 

  それでは、議案説明資料で説明をさせていただきます。24ページ、25ページにまたがって

ございます。 

  指定管理者の選定方法でございますが、公募によらないものとしてございます。 

  施設の概要でございますが、記載のとおりでございます。管理運営費として、年間520万

円を予定しているところでございます。本施設の管理運営につきましては、さまざまな団体

等とのネットワークが重要となることから、今回は公募によらず、これまでの実績等を踏ま

えまして、現在の指定管理者である特定非営利活動法人、洞爺にぎわいネットワークを、指

定管理者選定委員会の意見も伺いながら、再度指定するものでございます。 
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  指定管理者として指定する団体の概要でございますが、記載のとおりでございます。事業

概要としまして、本施設の指定管理受託のほか、西山・金毘羅火口散策路管理業務、ワンス

トップサポート事業などを行っているところでございます。 

  次ページの事業計画の各項目につきましても記載のとおり定めているところでございます。

下の収支計画でございますが、指定管理料として、年間430万円を計上してございます。 

  なお、各議案とも指定管理の合計額を債務負担行為として、この後の補正予算に計上させ

ていただいているところでございます。 

  以上、ご提案申し上げます。ご審議をよろしくお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、一括して質疑を行います。質疑はございますか。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 事前にいただいた資料を見させていただいているのですが、三つとも、

それぞれ管理運営費の額と、それから指定管理料の金額が、それぞれの指定管理業務につい

て明記されているのですが、例えば森林博物館などもそうですが、管理運営費が年額で235

万6,000円となっておりますが、指定管理料は70万円と。パークゴルフについては514万円ぐ

らいなのです。それに対して指定管理料が268万円と。月浦の運動公園にしてもそうなので

すが。そうすると、管理費がこれだけ年額かかるなかで、指定管理料はそれを下回る金額で

指定して料金を支払うということですから、その不足額は、例えば入場料であったり利用料

であったり、そういったもので全体としては賄えるという状況なのかどうかということが一

つと。 

  それから、月浦の運動公園の場合、前年が500万円でしたか、それが今回430万円というふ

うに、70万円ほど減額になっていると思うのですが、新しくトイレなども設置して、むしろ

管理費はかかるのではないかという気がするのですけれども、この減額の要因を説明いただ

けますか。 

○議長（大西 智君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 議員おっしゃるとおり収入の部分、また、支出の部分の差引き

不足額において指定管理料というのを決めているところであります。そうした部分において

は、各事業ごとに収入の見込みをもって確定しているところであります。 

  一つに、夕日ヶ丘パークゴルフ場でございますが、やはり人件費の部分で、５年前の最低

賃金の部分から現在までに約127円ほど時間で上がっているのが今現状であります。そうし

た部分で、人件費の高騰によって、収入に関しては前年並みの収入を見込んでいるところで

すけれども、やはりこれから５年先の部分を考えていく中で、人件費の部分で多くなってい

るのが原因であります。 

  またもう一つ、森林博物館であります。この部分に関しましては、指定管理料、前回の契

約と同額になっているところでありますけれども、最近においては、中島におりられるお客

さんが徐々に多くなっているところもありまして、そうした部分では、収入でしっかりと賄
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えているところでございます。そうした中で、指定管理料の部分では同額という形になって

いるところであります。 

  また、２点目の質問と同じことになるのですけれども、指定管理料、昨年までは500万円

の指定管理料になっております。今回70万円減額の430万円となっているところですけれど

も、29年４月供用開始の時点で、当初見込の部分で電気代を100万円ほどかかると見ていた

ところであります。実際に夜間の照明の使用がちょっと少ない。それに比例して夜間の照明

の使用料も少なくなっているのですけれども、ただ、その照明料の部分が約十七、八万円に

終わっているところがありまして、そうした部分では、経費としても十分低減できることが

わかりましたので、今回その部分で70万円差し引かせていただいて、指定管理料の部分とし

ております。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 概ね今の点ではわかりました。 

  それで、もう一つ伺いたいのですが、森林博物館は今度新しく施設もリニューアルという

か、建て替えるということですが、そのときには、またそのときで金額について相談すると

いう話なのですが、現在の見込みとして、新しく施設を建設した後の、例えば指定管理料と

いうのはどのくらいを見込んでいるのか、わかれば教えていただきたいのと。 

  それから、これは５年間、どこの施設もそうですが、５年間の契約、指定管理。ですから、

今みたいに、例えば月浦運動公園のように、照明で使用する電気料が想定よりも低かったと

いうことで減額したということなのですが、例えば夜間利用が増えて、照明の電気代が今度

はかさんでくるというようなことや、ほかのところもそうだと思うのですが、そういった５

年間も固定して、一度決めたのだから、この金額で５年間とにかくやってくださいというこ

となのか。それともその年度年度によって、契約外の問題が起こったときは、当然町がやる

のでしょうけれども、通常の維持管理の中で負担が増えると、人件費が増えるとか、物品代

が上がったとか、そういうようなことは、ここでは料金の見直しというのは考えていないの

かどうか、この点について伺いたいのですが。 

○議長（大西 智君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 洞爺湖森林博物館の部分でございます。現在、実施設計をして

いるところでありまして、令和２年度において建設を予定しております。この部分において

は、令和３年４月からオープン、新しくなる部分になりますけれども、この部分での指定管

理の部分でありますけれども、期待している部分に関しては、入場者数が増える見込みを考

えているところで、現在、大人200円、子ども100円いただいておりますけれども、この試算

の中でも十分、この程度の金額でやっていけるのではないかという考えを持っております。 

  また、夕日ヶ丘パークゴルフ場、ほかの部分もそうでありますけれども、契約の部分の中

で、突発して経費がかかるような部分においては、協定書の中にも、協議をするという形の

中で、また、電気料が急に上がった場合、そうした部分に関しては協議をするという形の中
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で、そのときには議会の議決を経て、金額が変わることはあります。そうした部分に関しま

しては、この議会で承認していただいた後、相手方と協定を結びますけれども、その協定書

の中にも一筆入れているところであります。 

  当然、先ほどお話しした森林博物館の部分におきましても、令和３年度においては、新設

の営業という形の中では、協定の中身も一部変わってくるかと思います。そのときには、改

めて議会のほうにお諮りをしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑ございますか。 

  １番、越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） １点だけ確認させてください。指定する期間は、39号は５年間、40

号は５年間と、41号は３年間ということになっているのですが、基準というものがあっての

誤差が出ているのか、その辺だけ伺っておきたいなと。 

○議長（大西 智君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 洞爺湖町の公の施設に係る指定管理者の指定に関する要綱等に

関しましては、平成20年度に審議をして、21年度からという形になっております。この夕日

ヶ丘パークゴルフ場、また、森林博物館においても、公募によらない募集という形の中で３

年間やって、またもう一度、３年間やって運営状況を見た中で、現在、５年間というものを

とらせていただいております。 

  それで、月浦運動公園であります。この部分につきましては、今回３年で、公募によらな

い募集をしたところでありますけれども、今回においても、またもう１年、やはり運営状況、

また中身を見る中では、公募によらない中で３年間とって、そしてこの６年間の実績の中で、

この後５年にするかどうかという形になりますので、今まで指定管理の部分の条例が制定さ

れた流れの中では、３年、３年、そして５年という形の進み方をしているところであります。

その部分で、今回も月浦運動公園につきましては、３年の公募によらない事業という形の指

定管理をしているところであります。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） そのほか質疑ございますか。 

  ６番、五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 森林博物館に関しての確認と言いますか、ちょっとお伺いしたい部

分でございますが、私も中島は洞爺湖町のものかな、なんて勝手に思っていましたら、住所

が壮瞥町になっていましたので、国有林ということで、木はそうなのでしょうが、土地は、

壮瞥町の土地の上に森林博物館が建っているということで理解してよろしいのだと思います

し、多分来年度建設される新しい施設も多分壮瞥町の地内にできるのだと思いますが、変な

話、固定資産だとか、ほかの公の施設で、そんなことはないのかもしれませんが、壮瞥町と

の協議がなされた上での話なのかどうか、それを確認をしたいということなのです。 

  それで、５番議員のほうで、新しく建物ができたらもう１回、再度契約し直すということ
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ですから、これについては了解いたしました。 

  壮瞥町の地に建っているということについての確認でございます。 

○議長（大西 智君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 森林博物館でありますけれども、昭和30年に北海道の道立の部

分で建てられた森林博物館であります。その後、旧虻田町がその財産を譲り受け、また、運

営をすることになっております。その中で、地先の住所につきましては壮瞥町でありますけ

れども、そのときの、想像するに遊覧船の発着においては洞爺湖町、旧虻田町の桟橋から出

航して、そちらに下船されるという中で、壮瞥町の用地ではあったのでしょうけれども、虻

田町のほうで管理という形になったかと思います。 

  この間におきましても、また、来年度整備するにおきましても、まずは、所有地は国の所

有地でありまして、後志森林管理署が管理しているところであります。そうした部分では、

後志森林管理署と協議をしているところでありますし、今後の方向性に関しましては、壮瞥

町においても、こちらのほうから、こういう形で建て替えをしていくというお話をして、了

解をいただいているところであります。議員おっしゃるとおり、場所に関しましては壮瞥町

という形になっております。（発言する人あり） 

  申し訳ありません。固定資産税に関しては、洞爺湖町において、壮瞥町にお支払いという

ことはしておりません。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑ございますか。 

  ７番、千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 簡単です。議案資料23ページなのですが、森林博物館、この資料を

ずっと読んでいると、受けるほうが書くのだと思うです、事業計画とか、最後に収支計画を

書いているのです。広報宣伝とか達成目的、いろいろ意気込みを書いているのですけれども、

なんか収支計画を見ますと、令和２年、令和３年、当然令和３年度４月からオープンすると

いうことなのですけれども、２年から６年までみんな165万6,000円になっていると。これは

どこでつくるのですか、この資料。まず観光……、経済部参与がつくるわけではないと思う

のだけれども、達成目標の中では、洞爺湖汽船と協働し、洞爺湖の云々と書いて、9,000人

目標にチャレンジと書いているのですけれども、なんか意気込みが感じられない。議案資料

ですから、皆さん見られる資料だと思うのですけれども、この辺のところがちょっといいか

げんかなと思ってみて、ちょっと質問させてもらうのですけれども、どんな感じなのでしょ

うか。 

○議長（大西 智君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 収支計画であります。確かに議員おっしゃるとおり、令和３年

度においては新しい建物になりますので、その時点では収入、また経費に関しても変わって

くる経緯はありますけれども、この公募の時点でお話しした部分では、現状の施設において

の運営という中で公募の内容を説明させていただいているところであります。そうした部分

においては、先ほどお話ししたとおり、施設等が建て替えということになりましたら変更等
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が出てきますけれども、現在の建物の中での運営という中で、指定管理者のほうから提案を

されてきているところであります。 

  また、目標達成等で、再チャレンジしたいという部分があるのですけれども、やはり今ま

で１万人を割っているのが森林博物館の入館状況でありました。そうした部分を少しでも増

やしていきたい。そうした部分では、汽船の遊覧船の中とか、またいろいろなところでＰＲ

していたところでございます。幸いにして令和元年度においては、10月末で終了したところ

でありますけれども、平成30年8,007人だったのですけれども、令和元年に関しては１万31

人と、やはり2,000人以上集客が伸びています。そうした部分では、この指定管理者におい

ては、多くのお客さんを招き入れたいという努力の成果をまた改めてやっていきたいという

部分では、いろいろ意気込みを持って今回応募されていると考えております。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） ７番、千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） そんな意気込みをお願いしたいなと思います。達成目標やら広報宣伝、

本当に洞爺湖汽船で書いたものであるのであれば、結構積極的に取り組んでいるなと思いま

すし、私も一般質問のなんかでも、森林博物館、名前変わるかもしれませんけれども、大い

に期待しています。ぜひ町としても洞爺湖汽船ともども、大成功するようなことを今後とも

考えていってほしいと。一言申し上げて、要望としてお話ししたいと思います。答えがあれ

ばお願いしたいけれども、あれば。 

○議長（大西 智君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） ありがとうございます。洞爺湖森林博物館でありますけれども、

令和３年開業に向けて、いろいろ皆さんの意見を聞きながら、良いものに仕上げていきたい

と思っています。 

  また、皆さんの意見の中というか、いろいろな方からお聞きしているのですけれども、や

はり建物だけではなく、中島の魅力をしっかり伝えて、２キロ先には大平原があります。そ

こから望む羊蹄山というのも素晴らしい風景でもあります。そうした部分で、中島全体をス

テージとして紹介していけるように頑張ってまいりたいと思いますので、指定管理者ともど

も町も努力をしてまいりますので、よろしくお願いします。 

  以上です。 

○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） これで、質疑を終わります。 

  これから、討論と採決をそれぞれ行います。 

  まず、議案第39号指定管理者の指定について、討論を行います。討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第39号指定管理者の指定についてを採決します。 
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  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39号指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第40号指定管理者の指定について、討論を行います。討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第40号指定管理者の指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40号指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第41号指定管理者の指定について、討論を行います。討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第41号指定管理者の指定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41号指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 

  ここで、休憩といたします。再開を午後１時といたします。 

（午前１１時５１分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開いたします。 

  午前に引き続き、一般議案を行います。 

                                （午後 １時００分） 

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

◎議案第42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42号虻田町・洞爺村新町建設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。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書26ページになります。 
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  議案第42号虻田町・洞爺村新町建設計画の一部変更についてでございます。 

  虻田町・洞爺村新町建設計画の一部を次のとおり変更したいので、市町村の合併の特例に

関する法律第５条第７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。 

  これまでも本計画に沿った形で、新町としての各種事業を進めてきてございます。新町と

しての予定事業を本計画に計上することにより、財政上有利な財源活用ができることから、

現在計画しておりますＪＲ洞爺駅エレベーター整備事業、また、アイヌ新法を活用した事業

を本計画に追加することについて、これまで北海道と協議を進めてきておりました。このほ

どこの協議が整ったことから、新町計画の一部変更を提案するものでございます。合わせて

計画期間、財政計画についても現状に合わせた形で変更してございます。 

  それでは、27ページの虻田町・洞爺村新町建設計画変更をごらんください。左側が変更前、

右側が変更後になります。アンダーラインを引いている部分が変更の部分でございます。 

  （３）の計画期間を平成18年度から32年度までの15年間というものを、18年度から令和３

年度までの16年間に変更するものでございます。 

  また、その下、（４）道路・交通網の整備、主要事業欄にＪＲ洞爺駅エレベーター整備事

業、アイヌ文化コミュニティ活動支援バス運営事業を追加するものでございます。 

  28ページをお開きください。 

  （５）の観光の振興、主要事業欄に、アイヌ文化体験環境整備事業を追加するものでござ

います。 

  また、下段の（２）地域福祉の充実、主要事業欄に、アイヌ民族共生拠点施設整備事業を

追加するものでございます。 

  29ページになります。財政計画の（１）基本的な考え方、（２）計画の前提条件の①計画

期間、②物価上昇率・経済成長率につきまして、それぞれ現状に合わせた文言に変更してい

るところでございます。 

  31ページから34ページまで、ここでは、歳入歳出について、実績による数値と令和３年度

までの推計の数値を計上しているものでございます。 

  35ページになります。行政経費の削減効果額という部分でございますが、項目ごとに令和

３年度までの額に置き換えているところでございます。 

  簡単ではございますが、以上、新町計画の変更についてご提案申し上げます。ご審議をよ

ろしくお願いいたします。 

○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） 簡単に伺います。 

  今回、虻田町と洞爺村の新町の建設計画の変更ということでご提案されているわけであり

ますけれども、見てみると、変更後にアイヌ関係の事業というのが随分網羅されているので

すが、これは、例えばウタリ資金などを導入するということで、こういうことになるのか、
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その辺を、例えば急遽合併するときから大きく変わった部分がないのではないかと思うので

す。新町計画を出したときも、アイヌ民族の方々も居住されていたわけですから、何ら変わ

りはないのに、今回、計画変更というのは、いろいろな事業を行うことによって、ウタリ資

金を導入すると、こういうことからなるのかなと、安易に思うのですが、いかがなもので

しょうか。 

○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） 今年の５月にアイヌ新法が制定されまして、９月の段階でア

イヌ政策推進交付金という交付金が要綱等定められたところでございます。その政策推進交

付金を活用して、認められた事業に対して、今回、新町建設計画の変更ということで、合併

特例債を活用して、合わせてアイヌ政策推進交付金と合併特例債を活用した中で事業を展開

していきたいということで、今回、変更を提出させていただいたところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） １番、越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 大体その辺までは理解していた。事業をやるのに財源のというのは、

その辺を理解していたわけでありますけれども、27ページの、特にアイヌ文化コミュニティ

活動支援バス運営事業ということが事業として謳われているわけでありますけれども、現在

持っている交通体系などは大きく変更になるのでしょうか。それともまた新たに、そういう

財源を利用してコミュニティバス等々を走らせるという計画なのかどうなのか、その辺、

伺っておきたいと思います。 

○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） アイヌ文化コミュニティ活動支援バス運営事業の内容でござ

いますけれども、現状、コミュニティバスを運行している中で、今回このアイヌ政策推進交

付金を活用してバスを購入して、ラッピングした形で運行していきたいと。内容的には、今

の運行している運行計画の内容の中で、バスを購入して運行していくというような形で現在

考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） １番、越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） ちょっとくどいようだけれども、そうすると、ただバスを購入する

ということでの事業ということなのですか。それとも、バスを購入してからいろいろな、昨

日も質問させてもらいましたけれども、きめ細かなルートをつくり上げての事業ということ

まで発展していくのかどうなのか、それを最後に伺っておきたいなと。 

○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） バスの購入に至っては、事業を展開する場合、購入に至った

経過としましては、現状の委託しているバスでは、若干乗り心地と言いますか、そういうの

もまず悪いということで、住民の方からちょっと具合が悪くなるとかというような意見も聞

きながら、新しくバスを購入し、あとは、既存のバスではなかなかルート上通行できないよ

うな、ちょっと狭くてカーブ等を曲がったりできないようなところもございますので、バス
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を今度新しく購入することによって、そういう狭隘な道路でも通行することが可能になって、

きめ細やかな形で対応することもできるということから、バスを購入して、事業として展開

していきたいということで考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 今回の事業につきましては、アイヌ新法を活用させていただくとい

う考えでございます。当然そこには、アイヌ民族の方々にとってどういうものになっていく

かというのは考えていかなければいけないと思ってございます。 

  拠点施設を建設する予定でございますので、拠点施設をこの運行形態の中心に据えるとい

うことも当然考えながら、また、アイヌ民族の方々、一般の住民の方々と一緒に、友好とい

うのでしょうか、融和を図りながら、ラッピングバスをすることによって、文化的な支援も

進めていきたいという考えのもとで進めてございます。 

○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） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第42号虻田町・洞爺村新町建設計画の一部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42号虻田町・洞爺村新町建設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。 

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

◎議案第43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43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。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案第43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３号）。 

  令和元年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによるもの

でございます。 

  第１条としまして、歳入歳出予算の補正としまして、歳入歳出それぞれ507万8,000円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ74億4,672万8,000円とするものでございます。 
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  第２条、債務負担行為の補正で、「第２表 債務負担行為補正」とするものでございます。 

  債務負担行為につきましては、39ページをお開きいただきたいと思います。追加としまし 

て、３点掲載してございます。いずれも先ほど議決いただきました指定管理に係る指定管理 

料の債務負担でございます。 

  １件目が洞爺湖森林博物館管理業務に係る指定管理料で、期間が令和２年度から令和６年 

度、限度額が350万円。２件目が洞爺湖町月浦運動公園管理業務に係る指定管理料で、期間 

が令和２年度から令和４年度、限度額が1,290万円となっているところでございます。３件 

目が洞爺湖町歴史公園夕日ヶ丘パークゴルフ場管理業務に係る指定管理料で、期間が令和２ 

年度から令和６年度、限度額を1,342万5,000円とするものでございます。 

  議案書の36ページにお戻りください。 

  第３条としまして、地方債の補正でございますが、これにつきましては、後ほど事項別明 

細のほうで説明させていただきたいと思います。 

  以下、一般会計事項別明細書によりご説明をさせていただきたいと思います。 

  事項別明細書の４ページ、５ページをお開きいただきたいと思います。 

  まず、歳入でございますが、15款１項１目の民生費国庫負担金でございます。２節児童福 

祉費負担金で490万円の補正でございます。１点が利用者増に伴う障害児施設措置費負担金 

240万円の増額、もう１点が幼児教育無償化に伴う認可外保育施設等の子育てのための施設 

等利用給付金負担金250万円の計上でございます。 

  ２項２目の民生費国庫補助金でございます。５節の社会福祉費補助金520万円の増額補正 

でございます。これにつきましては、本町生活館解体に伴うアイヌ政策推進交付金の増額で 

ございます。 

  ３項２目民生費国庫委託金でございます。１節社会福祉費委託金11万円の増額補正でござ 

います。システム改修に伴う委託金の増額でございます。 

  16款１項１目の民生費道負担金でございます。３節児童福祉費負担金245万円の増額補正 

でございます。１件が北海道負担分の障害児施設措置費負担金120万円の増額、もう１点が 

子育てのための施設等利用給付費負担金125万円の増額でございます。 

  17款２項１目の土地売払収入でございます。１節土地売払収入、町有地の売払い１件に 

伴う土地売払収入の増額でございます。 

  続きまして、19款１項１目の繰入金１節繰入金908万2,000円の減額でございます。給与 

費等の減額等による財政調整基金1,000万円の減額補正、観光開発基金繰入金につきまして 

は、洞爺湖マラソンに係るふるさと納税寄附金額の確定に伴うものでございます。68万 

8,000円。それから、公営住宅建設及び維持管理費の基金繰入金から23万円、これはボイラ 

ーの取り替えによる基金繰入れでございます。 

  ６ページ、７ページをお開きください。 

  22款１項２目民生債３節の公共施設解体事業債でございます。120万円の計上でございま 

す。本町生活館解体に伴う増額でございます。 
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  それから、６目の消防債２節の防災施設等整備事業債170万円の増額でございます。非常 

用電源設備事業の追加事業に伴う増額でございます。 

  ７目の教育債４節の体育施設整備事業債250万円の減額でございます。あぶた体育館の改 

修工事の延期に伴う減額でございます。 

  続きまして、８ページ、９ページをお開きいただきたいと思います。 

  歳出でございます。 

  １款１項１目の議会費３節の職員手当でございます。93万円の減額でございます。議員の 

期末手当、在任期間により一部議員の６月手当が減額になったものでございます。 

  ２款１項１目の一般管理費９節の旅費でございます。20万円の増額でございます。これは、 

普通旅費の増額によるものでございます。 

  ３目の公有財産管理費11節の需用費75万円の増額でございます。役場庁舎のエレベーター 

修繕に伴う増額を見込んだものでございます。 

  ５目の電子計算管理費11節の需用費で42万円の増額計上でございます。これにつきまして 

は、コンビニ収納専用納付書作製による印刷製本費の増額を見込んだものでございます。13 

節委託料46万円でございます。財務会計システムの改修委託料の計上でございます。18節備 

品購入費132万円の増額補正でございます。これにつきましては、職員用のパソコンを10基 

購入するものでございます。 

  続きまして、３款１項４目の介護保険費28節の繰出金でございます。５万8,000円の増額 

でございます。給与改定に伴う人件費の増分の介護保険特別会計繰出金の増額でございます。 

  ５目の社会福祉施設費11節の需用費で33万円の増額でございます。これにつきましては、 

花和集会所の玄関ドアの交換による修繕費の増額を見込んだものでございます。また、15節 

工事請負費650万円を計上してございますが、これにつきましては、本町生活館の解体費用 

の計上でございます。 

  なお、補正予算の資料としまして、解体施設の平面図を載せてございますので、参考にし 

ていただければと思ってございます。 

  続きまして、２項１目の国民年金事務費でございます。13節委託料で11万円の増額補正で 

ございます。国民年金申請書の様式変更によるシステム改修委託料を計上したものでござい 

ます。 

  続きまして、10ページ、11ページをお開きください。４項１目の児童福祉総務費でござい 

ます。19節負担金補助及び交付金で500万円を増額計上してございます。幼児教育の無償化 

に伴う認可外保育施設等の子育てのための施設等利用給付費負担金を計上したものでござい 

ます。 

  ２目の児童特別対策費20節の扶助費でございます。480万円の増額でございます。障害児 

放課後児童デイサービスの利用者の増に伴う障害児給付費扶助の増額を計上するものでござ 

います。 

  続きまして、５項２目の常設保育所費でございます。４節の共済費で57万円、７節の賃金 



－162－ 

で673万円の増額でございます。本年度新規採用職員の欠員等による嘱託、パート職員の共 

済費、賃金を増額したものでございます。 

  続きまして、４款１項１目の保健衛生管理費でございます。11節需用費で25万円の増額で 

ございます。これにつきましては、洞爺のふれ愛センターエレベーターの基盤故障による修 

繕費を計上したものでございます。19節負担金補助及び交付金34万7,000円の増額でござい 

ます。これにつきましては、消火栓施設に係る工事費増に伴う水道事業会計への負担金でご 

ざいます。 

  続きまして、７款２項１目の観光振興費でございます。４節の共済費７万円、７節の賃金 

52万5,000円の増でございますが、これは嘱託職員の共済費及び賃金の増額を計上させてい 

ただいたものでございます。19節負担金補助及び交付金でございます。68万8,000円の増額 

でございます。これにつきましては、洞爺湖マラソンに係るふるさと納税寄附金額の確定に 

よる実行委員会への交付金の増額でございます。 

  12ページ、13ページをお開きください。８款５項の１目都市計画管理費８節の報償費27万 

円でございます。洞爺湖町景観計画策定委員会設置に伴いまして、委員報償費を計上したも 

のでございます。現在のところ委員16名を予定しているところでございます。続きまして、 

28節繰出金でございます。350万円の増額でございます。浄化槽設置希望者の増に伴う公共 

下水道事業特別会計への繰出金の増額でございます。 

  ６項２目の住宅管理費でございます。11節需用費で250万円の増額でございます。修繕費 

でございまして、町営住宅の入退去等による小破修繕に係る増額でございます。22節補償補 

塡及び賠償金64万円の増額補正でございます。清水団地簡易平屋の移転者増に伴う補償金の 

増額、４件を見込んだものでございます。 

  続きまして、９款１項２目の災害対策費でございます。15節工事請負費で176万円の増額 

でございます。健康福祉センターさわやか、それと洞爺ふれ愛センターへの発電機設置の工 

事費の増額を補正するものでございます。 

  続きまして、10款１項３目の諸費でございます。８節報償費としまして30万円の増額でご 

ざいます。これにつきましては、スクールカウンセラーの報償金の増額でございます。11節 

の需用費87万円でございますが、印刷製本費としまして、小学校３・４年生の社会科副読本 

の印刷に伴うものでございます。 

  ４目の教員住宅管理費でございます。11節需用費としまして210万円の増額補正でござい 

ます。教員住宅２戸の修繕料を増額するものでございます。 

  続きまして、２項２目の教育振興費でございます。18節備品購入費で48万円の増額でござ 

います。英語のデジタル教科書、小学校３校なのですが、この購入に伴う増額を補正するも 

のでございます。 

  続きまして、14ページ、15ページになります。３項１目の中学校管理費でございます。18 

節備品購入費で26万5,000円の増額計上でございます。来年度、洞爺中学校特別支援教室の 

新設に伴う備品等の購入によるものを補正させていただきたいと思ってございます。 
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  続きまして、５項２目の体育施設費でございます。15節工事請負費267万円の減額でござ 

います。これにつきましては、あぶた体育館でございまして、体育館ボイラー室の重油配管 

の修繕の実施等により、今年度の予定工事を翌年度に引き延ばす予定でありますことから、 

今年度減額させていただきたいということでございます。 

  12款１項１目の給与費でございます。２節の給与費で2,000万円の減額、４節の共済費で 

1,000万円の減額でございます。これらにつきましては、会計間異動、また、中途退職者等 

が出たことにより、また、新規採用予定者が予定数に満たなかったということも含めまして 

減額するものでございます。 

  13款１項１目の予備費でございます。29節予備費で312万6,000円を減額するものでござい 

ます。 

  以上のとおり提案させていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○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。 

〇１番（越前谷邦夫君） ８ページと９ページにまたがるわけでありますが、民生費の社会福

祉費の社会福祉施設費であります。ここでも工事請負費の中で、生活館の解体工事というこ

とで650万円計上されているわけでありますけれども、９月の議会におきまして、一般質問

から設計費の補正のときでも反対という立場を貫いた自分であるわけであります。したがっ

て、百歩譲って、建て替えではなくて改修工事ならばということで申し上げた経緯もあるわ

けでありますけれども、以来、地域の中に入ってみると、町民の方々も結構生活館の建て替

えについては関心があるようでありまして、自分に言わせると10名いたら９名ぐらいは、な

ぜそういう大きな建物を、津波浸水想定区域の中に建てなければならないのかと、もっとや

るべきことがあるのではないか等々いろいろな声が聞こえてくるわけでありまして、私も真

屋町政の発展を願っている１人であって、何とか真屋町政の予算執行には賛成したいなと

思ってはいるのですけれども、何とか建て替えでなくて、改修工事等々にならないのかどう

なのかという思いをいまだに持っているのです。 

  それと、設計費は上げたけれども、どんな建物が建つかわからない。その後にこういう生

活館の解体工事ということが出てくると、何か施設の要綱そのものもうやむやのうちに現状

の生活館を解体するということには、どうも自分にとっては理解できない部分が多いのです。 

  それというのも、町長、この間、10月だったでしょうか、防災訓練があったときに、防災

訓練後にふれ合いセンターで、東日本大震災で被災を受けて、特にやっとの思いで命を守っ

たという横山さんの体験談も伺った中で、ああいう津波想定区域という中に、こういう公共

施設を建てて良いのかどうなのかと、さらに自分は考えさせられるところが多かったわけで

あります。 

  それと合わせて、設計費も全体の設計も３分の１の反対者でした。お二方は、大体は、２

階建てにしたら良いのだという声もあったようでありますけれども、12名いる中での３分の
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１が反対というのは、非常に重いものだということを受け止めなければならないのですが。

何を言いたいかというと、その後に行政の報告会と言いますか、町政懇談会なども開かれて、

住民の方々からそういった声は上がらなかったのかどうなのか伺っておきたいと思います。 

  それからもう一つは、実は先日、パークゴルフ大会が終わった後に、今度そういう生活館

が建設されるという、集会所が建て替えられるというのだったらわかるけれども、何億円も

かけて生活館を建てるということはどういうものだと。したがって、行政のほうは何を考え

て、議会もどういう質疑をされているのだということも声が上がったようで、最終的には、

いわばみんなで押しかけて、町長のほうに真意を聞こうではないかとかと、そういう声も上

がったということで、懸念をして、私に言ってきた方もいるのです。 

  したがって、町政懇談会の中でも、この生活館の建て替えに対していろいろなご意見が

あったのかどうなのか、聞くところによるとあまりなかったという声もあるのですけれども、

町長を目の前にしては、普段言っている声を出さない、届かないようなそんな環境になって

いるのかどうなのかわかりませんけれども、結論からいけば、私は生活館の解体ということ

に対しては、もっと慎重にやってほしいなと思うのですけれども、その辺はいかがなもので

しょうか。抽象的な質問になりましたが、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 生活館の建て替え、いわゆるアイヌ新法を利用した関係でございます

けれども、前の議会のほうでも、相当議員各位のほうからもいろいろのご意見を賜りました。

その後も、私どもも地域に出向いて、そして地域の声を聞かせていただきました。 

  特に線路から下のほうの方々、万が一津波が来るときには我々はすぐ高いところに逃げる

と。それは行政界、例えば本町１区、本町２区、３区、４区含めてそうですが、まずは高い

ところに逃げようと。それがある意味意思徹底しているというお話も聞かせていただきまし

た。町政懇談会の中でもそういうお話を出させていただいた中で、それは良いことでないか

という、私どもが聞こえてきた声では、そちらのほうが良いのでないかという声も聞かせて

いただきました。 

  そしてその間、それぞれの担当所管のほうでいろいろの関係団体とも調整させていただい

た。ある意味、皆さんがそういうふうなことで生活館、今非常に使いづらい状態になってい

るということから、今回、新しくできるものであれば、そちらのほうに移行していきたい。

そういう声を、職員それぞれ回った中で、私のほうに報告があり、今回、それでは計画どお

り建て替えをしようということで、解体の提案をさせていただいているところでございます。 

  ただ、説明がきちっとまだ自分たちの耳に届いていないだとか、いろいろご意見があろう

かと思いますが、私どもの行き届かなかったところも多々あろうかなと思いますけれども、

多くの線路から下のほうの住民の方は、今の場所に何とか使いやすいような施設を整備して

ほしい。これが住民の声だったかな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、町長から今日までの経緯なども、住民対応であるとか、そう
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いったものを答弁していただいたわけでありますけれども、関係団体で今利用されている

方々も施設ができたならば入りたいと、それはどういうことなのでしょうか。今の文化交流

会館を利用されている方々が、できたならばそちらのほうに入るという意思表示をしている

ということなのでしょうか。 

  例えば、それだとすれば、そればかりではないかもわかりませんね、老人クラブとかいろ

いろあるでしょうから。ただ、文化団体協議会としては、例えば生活館が建て替えられた場

合に、文化団体協議会が今、文化交流会館を利用させていただいているわけでありますけれ

ども、例えば完成したならばそちらに入るとか、入らないとかという結論をまだ出しており

ませんので、文化団体協議会が入るという意思表示をしているという受け止め方は、９月の

議会でも申し上げたと思うのですが、それはそうでないということをご理解していただけれ

ばなと思います。 

○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） ただいまの新たに生活館ができた場合におきます各団体等と

の折衝の状況ということかと思います。これにつきましては、先立っての議会以降におきま

しても、改めて各団体のほうに、今言われました建物の構造ですとか、それから建て方です

とか、そういったトータル的なことも含めまして、まず自治会様をはじめとして、ご確認、

当然自治会につきましては、地域の施設ということになりますので、入りますというお話。

それから、先ほどの建て方云々、避難を要するとかなんとかという部分につきましては、そ

この部分につきましても、今の建て方の中での町としての考え方については問題ないし、津

波災害の部分につきましては、高いところに逃げるというようなご意向も確認をさせても

らっているところでございます。 

  それから、アイヌ協会、こちらにつきましても、同時期に回らせていただいて、同じよう

な形での回答をいただいております。それから老人クラブにつきましても、同じようにご説

明をし、同じような回答をいただいているところでございます。 

  それから、社会教育課のほうで所管をしていただいております文化協会をはじめといたし

まして、今回入る予定されております婦人団体、そちらのほうにつきましてもご確認はして

いただいているという方向で、今のところ、入りませんよということではないのだけれども

と、ただ、文化協会のほうにつきましては、まだはっきりとした形で決定はしていないのだ

というような方向でのご回答は現段階でいただいていたところでございます。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はありますか。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 何点か伺います。事項別明細を中心にしてお聞きしたいと思うのです

が、一つは、今、質疑もありましたけれども、この生活館の解体にかかわって、解体そのも

のは、なくなってしまったら使うところがなくなってしまうということもあってあれなので

すが、私、前にもこの話が出たときに、やはり先ほどの議員が言われていたとおり、津波災

害危険区域になっているところに、こういう公共施設を建てるのですから、やっぱり災害対
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策をしっかりと立てながら建設すべきではないかと。一番良いのは、建てないほうが良いの

ですが、それでも建てるとなれば、逆に言えば今後の構造や設計の中で、この施設が一時的

な避難場所として利用できるようなスペース、例えば７メートル以上の高い位置に避難ス

ペースを設けるとか、そういうことをすると、逆に周辺にはこれだけの高い施設がないわけ

ですから。そうすると、高台に逃げるといっても間に合わない場合にはこの施設を、例えば

７メートル以上のところにとりあえず避難をすると、こういうふうに避難場所にもなるとい

うことだと思うのです。 

  そういう意味で、構造上、あるいはこれからの設計の中で考えながら進めていくべきでは

ないのかなということで、今回は解体工事の費用でありますけれども、今後どういう形で建

設していくかというのは、当然これから検討していくのでしょうから、その中に災害対策と

いうのを頭に置いてしっかりと対応すべきではないかなというふうに思うのですが、その点

が一つと。 

  それから、11ページですが、子ども・子育て支援事業ということで、認可外保育の利用者

に対する負担金ということで500万円の支出を予定しています。今、認可外の保育所という

のは、この町内にいくつあって、多分一つぐらいかな。具体的にどこの施設なのかというこ

とをちょっと説明をいただければというふうに思います。 

  それから、さらに次のページ、13ページですが、ここで何件かあります。一つは、都市計

画管理事業の景観計画策定委員会の報償金ということで今回上げられております。16名に

よって構成するということなのですが、策定委員会はどういうメンバーを予定しているのか

ということについて説明をいただければと思います。 

  そして、担当の課長、部長に聞きましたら、概ね骨子のようなものができているというこ

となのですが、それをまだ公表されているわけでもないので、例えばこういう景観計画策定

というのは、単に委員会だけで決めることでは当然ないわけですし、やはり策定の初歩の段

階から、いろいろな形で町民の意見を聞き、皆さんがやっぱりそれを利用できる、守れるよ

うな、そういうものにしていかなければいけないと思うのです。以前にもお話ししましたけ

れども、そういう意味でいうと、本当にたたき台、あるいは素案の、素案の段階からしっか

りと内容を公表しながら、意見を求めて、良いものをつくり上げていくということが肝心だ

と思います。 

  策定委員会のメンバーと予定、そして、どういうメンバーを予定しているか。そして、そ

こには、例えば一般公募を含めたメンバーも入るのか。そして、この骨子などについては、

どういう時期に町民の前に公表されるのか、この辺についてお伺いします。 

  それから、災害対策事業なのですが、私ちょっと気になったのは、２カ所に新たに電源確

保工事ということで、工事と書いてあるのです。発電機を設置するということなのですが、

どういう発電機が設置されるのでしょうか。例えば電気事業法で言いますと、移動できる可

搬型の発電機では、出力が10キロワット以上のものは自家用電気工作物という扱いになって、

発電所として電気事業法の規制を受けることになります。そうすると、誰もが利用すること
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が、運転することができなくなります。当然設置して使用するためには、事前に誰が使用す

るのかということも届け出をしなくてはいけない。そのもとで、常時日常的な管理が必要な

のですが、この発電機の出力や、あるいは出力が10キロワット以上であれば、きちんと担当

者を決めて事前に届け出をしなくてはならないということなのです。避難所に設置しても、

いざ使おうと思ったら、届け出をしている人がすぐ動かせる状況になるのかどうかというこ

とも含めて、出力が小さければ別に良いのですけれども、その辺の対応もしっかり考えた上

で、この発電機の設置というものを、本当はもっともっと設置してほしいのです。設置して

ほしいのですが、こういう電気事業法のかかわりもあるので、その辺もよく考慮して取り組

んでいただきたいと思っています。 

  それから、下の教育推進事業なのですが、スクールカウンセラー報償金ということで、ス

クールカウンセラーというのは、概ね教師に対するカウンセラーを主としたもので、例えば

今、不登校児童が、前回の一般質問でも22名ぐらい町内にいると聞いています。そうすると、

そういう不登校児童に対して先生方がどう対応して良いのかということも含めて、カウンセ

ラーをするという、生徒もそうだし、親御さんに対してもそうだし、先生に対してもやるわ

けです。そういう意味で言うと、この報償金30万円で、どのくらいの頻度でカウンセリング

が行われるのか、今の不登校の児童の状態から言うと、まだまだ足りないような気がするの

ですけれども、その辺の活用について伺いたいと思います。 

  下に、印刷製本費として、先ほどの説明では、社会科副読本の増刷ということだったと、

これは例のあれなのでしょうか、「とうやこ」という社会科の副読本なのかどうか。今年、

何とか教科の、習う生徒方には配布されるようになってきたようですが、これは来年度に向

けた、いわば社会科の副読本を生徒に配布するためのものなのかどうかということ。その辺

のことです。一応それだけ伺っておきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） まず最初に、私のほうから避難所の関係のお話でしたか、前の議会で

もいろいろ参考になるご意見を賜りました。それを受けて、先ほどもお話しさせていただき

ましたが、私どものほうも地域のほうに出向いて、いろいろお話を聞かせていただきました。

特に１区、２区の方々については、津波災害訓練もやって、ある程度のルートを知っている

と。そっちのルートを使ったほうがより早く高いところに逃げられるという回答でございま

した。 

  ３区の方々は、できれば、津波、そういう警報等が出たときには、役場のちょうど駅交流

センターの階段、あれを利用して高いところに逃げたほうが、いち早く高いところへ避難で

きる。 

  ４区の方々は、ある程度自分たちで連絡網みたいなものをつくっておいて、それで、避難

指示あるいは避難勧告等が出たときには、早くに皆さんで声をかけ合って高いところへ逃げ

よう。そういうことで、何も大きな頑丈なものをあそこにつくらないで、今あるような建物

で、使いやすいものにしてもらったほうが良いなという声が圧倒的に多かった。 
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  ただ、山側の方々の思いは、私どもも町政懇談会、そういうところでしか聞いておりませ

んで、一番肝心なのは津波災害の関係ですから、その折には、線路から下、特に４区から本

町１区の方々の、一番利用すると思われる方々のご意見を参考にさせていただきます。もち

ろん７区の、ちょうど海側のほうの方々のご意見も、やはり高い、そこに行くよりも高いと

ころにいち早く逃げたほうが、より安全だというふうなお話を伺っておりまして、できれば、

やはりそういう頑丈な建物ではなく、いくら頑丈な建物であってもどうなるかわからないと

いうことから、いち早く高いところに逃げよう。それが地域の方々にある程度浸透していた

だいたのかなというふうに思っておりまして、今回はその場所に、できれば建て替えを考え

ていきたいなというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） まず、１点目の認可外保育所、町内にどのくらい施設があるのか

ということでございますが、まず、この500万円の対象となるところが、無償化となるとこ

ろでございますので、洞爺のシュタイナーで保育部がありますので、そこに通っている子が

いるので、まずそこが一つ。それから温泉病院の院内の保育所。それから乃の風ルームとい

うことで、今三つ。そのほかに事業としては、洞爺協会病院の中には院内保育所もございま

す。それから、ザ・ウインザーホテルの保育園というものもあるということで、道からこの

無償化に当たって、基本的に院外施設については、町と直接かかわり合いがないので、今回

初めて道のほうから、こういう届け出がありますということで、対象の可能性があるのでと

いうことで、それでそれぞれお伺いして、対象者だとか状況を聞いて、今回補正を上げたと

いうことでございます。 

  そのほかに、この500万円の中に、とうやこ幼稚園で預かり保育事業もやっていますので、

それも対象になりますので、その部分と。あと、私どもの保育所でやっている一時預かり保

育もやっていますので、それも対象になるということで、今後、10月から来年の３月まで、

概ね500万円程度ということで現在見込んだということでございます。 

  それから、スクールカウンセラー報償金につきましては、議員ご指摘のとおり、今年非常

に多いということで、時間数が足りないということで。内容的には、当然児童生徒本人との

面談、それから保護者との面談、当然先生方、どういう対応をして、今後、子どもの改善に

向けた先生方の対応をどうするかということで、それぞれ面談をちゃんとしますので、その

時間がちょっと足りないということで、全体時間を出した上での増額補正ということです。

その子ども、保護者によって、次、いつやりましょうということで、その都度相談しながら

やっているので、定期的に次の１カ月目のいつとか、２カ月目はいつとか、その状況によっ

て面談できる場合もあるし、急遽できないとか、結構あるものですから、その辺は調整をし

ながらやっているという状況でございます。 

  それから、印刷製本費は、来年度に向けた副読本「とうやこ」かということで、そのとお

りでございまして、今回３・４年生に全部配った段階でゼロになりましたので、新たにまた

配布できるように補正をお願いしたというところでございます。 
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  委員会所管としては、以上でございます。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 景観計画策定委員会のメンバーということでございます。メン

バーにつきましては、先ほど副町長から話があったとおり16名を予定しているところでござ

います。 

  内訳を報告させていただきますと、学識経験者が２名、それから町内の各種団体として、

洞爺湖町農業委員会、洞爺湖町商工会、それから洞爺湖町の法人であります洞爺湖温泉観光

協会、それから洞爺地区のまちづくり観光協会、それから地元のいぶり噴火湾漁協、それか

ら洞爺湖温泉旅館組合の各種団体で、６団体に依頼をしているところでございます。そのほ

かに町民の方々として、各種自治会連合会から、虻田地区２名、洞爺湖温泉１名、月浦・花

和１名、それから洞爺地区は、高台と洞爺町のほうから１名ずつの６名を予定してございま

す。そのほかに公募といたしましては、昨日の広報にも載っていたかと思うのですが、公募

させていただいております。予定としては、今２名程度を考えていまして、合わせまして、

先ほど申し上げたとおり16名を予定させていただいているところでございます。 

  それから、なるべく早い時期にいろいろ情報をいただきたいという趣旨かと思いますが、

私ども策定委員会を、役場庁舎内で策定していて、骨子素案ができたということで報告させ

ていただいているところでございますが、やはりこの骨子素案をもとにしまして、今言った

メンバーの方々に、その骨子素案から揉んでいただき、それがある程度固まると、ある程度

のものは議会、それから町民の方々にお示しできるということで、まだその手前なものです

から、歯がゆい部分があるとは思うのですが、私、先日も経済と総務常任委員会でも、この

ことについて報告させていただいたとおり、なるべく早い時期に、一つ一つできた段階で議

会のほうにも情報提供させていただきたいということで、報告させていただいたとおりでご

ざいますので、ご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○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） 災害対策事業についてでございます。 

  健康福祉センターさわやかと洞爺ふれ愛センターの配電盤工事と発電機の購入ということ

でございまして、発電機については、ポータブル発電機を考えておりまして、容量について

は5.5キロワットということでございますので、どなたでも使用できるというような状況に

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） 最初に町長が答えていただいた施設の関係ですけれども、心配なのは、

いつも想定外のことが最近はよく起こる。津波想定の例えば時間であったり、高さであった

りというのは、一定の余裕があるから逃げられるかもしれないということなのでしょうけれ

ども、ただ、いつも昼間起こるわけでもないわけですし、夜中に、今朝方も北のほうでは震
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度５の地震があったりして、幸い津波は起こらなかったみたいですが、そんなふうに寝てい

る間に大きな地震が起こるかもしれない。 

  そうすると、いくら40分、50分という時間があったとしても、逃げることのできない場合

もあるわけで、例えばそういうときにすぐに高台に逃げられれば良いですけれども、健康上

のいろいろな事情から歩くのも大変だという方もいるでしょうから。どちらかというと、そ

れが最終的避難先でなくて、やむを得ず、高台に行くことができない場合には近くの高い建

物に逃げるというのが鉄則ですから。そういう場合に、この周辺に大きな建物というのはも

うなくなってしまうわけですし、そうすると、新たにつくる公共施設の中に、そういう一角

を設けるということも私は大事なことだと思っています。皆さん、逃げられるから大丈夫だ

と言っているというだけでは、多分それが想定外の話になってくる可能性もあるので、その

辺も含めて私は検討すべきだし、これは、そういうことも含めてぜひ考えていただければな

というふうに思っています。 

  それから、教育委員会の関係は概ねわかりました。実際に聞いてみて、これだけ認可外の

保育をされている方がいるということも改めて認識させていただきましたけれども、当然こ

れは国の制度でもありますから、国から報償ということで支払われるということが理解しま

した。 

  景観のことについてですが、骨子素案と、骨子にさらに素案と、どっちが先かわからない

のですけれども、やっぱり心配なのは、学識経験者２名、それから団体関係でいけば、６団

体に声をかけているとか、自治会からは６名というふうになっているのだけれども、本当に

住民を巻き込んで、しっかりとした計画をつくっていただきたいなと思うのです。 

  その上で言うと、こんなことを言ったら怒られるかもしれませんけれども、例えば自治会

の代表者といって参加されている方でも、実際に代表者が、自分が所属している自治会で、

ちゃんと自治会の皆さんの声を吸い上げて、その会議に反映されているかどうかというのは

また別なのです。その辺もあるから、やっぱり広く住民の意見を聞くということがどうして

も大事なので、できるだけ骨子素案ですか、今の段階で言えば骨子素案も含めて、町として

は、今、庁舎内、役場の中ではこういう今たたき台をつくっていますと、これから策定して

委員会で揉むのだけれども、町民の皆さんからも率直なご意見をいただきたいというような

ことで、合わせてやってはどうかなというふうに思うのです。それが委員会の審議も豊かに

するし、活気ある議論ができるのではないかなという気がするものですから、ぜひそのよう

にできないものかと思います。そんなところで、２回目の質疑とさせていただきます。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） アイヌ新法に係る、いわゆる施設整備でございますが、私どもも単な

る、手をこまねいていたわけではなくて、いろいろな方に前回の議会以降、それぞれの所管

課を中心としてお話を聞いておりました。それは私どもにとってみれば重い意見かなという

ふうにも思っております。 

  ただ、今また議会のほうからこういうふうなご意見いただきました。しっかり今後精査を
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して、ある程度の方向性を示していきたいというふうに思っておりますが、やはり考え方と

しては、今ある建物を建て替え、これが大きな柱になっていくのかな、それにいかに肉づけ

をできるのかなというふうに思っております。しかし、しっかりしたまた答えを出していき

たいなというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 景観計画のお話でございますが、先ほど言いましたように、こ

の時期から自治会、住民に情報提供して、ご意見をいただいたらどうかという意見があった

かと思います。私どもとしては、今考え方としては、役所の中で骨子素案をつくったわけな

のですが、やはりその委員会の方々にきちっと揉んでいただいた状況を、その方向で、そこ

で決まるわけではないと思っています。揉んでいただいた結果についてを町民の方々にいろ

いろな情報提供して、ご意見をいただくというのが順番だと私は思っておりますので、はじ

めからではなくて、この骨子素案は何もなければできないわけですから、役場でつくっても

のを検討委員会にて十分検討していただいて後に、住民の方々からもご意見をいただきたい

と思っているところでございます。 

  また、委員の方々につきましても、やはりこの計画についての重要性を検討委員会の中で

お話しさせていただいて、皆さんと自治会のほうでも議論していただきたいということをき

ちっとそのことをお伝えしながら、この策定委員会を進めさせていただきたいと思っている

ところでございます。 

  ちなみになのですけれども、今日、本日偶然にも町民の方々で策定委員に応募したいとい

う方もいらっしゃっていますので、これからどういうふうになるかわかりませんけれども、

なるべく今言ったような考え方で情報提供をさせていただきながら、策定委員会を充実した

内容に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。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑ございますか。 

  ６番、五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） ２点ほどお伺いします。 

  事項別明細書の13ページになります。町営住宅の管理事業の中で、清水団地の、転出をし

ていただくということで、補償金として補正されていますけれども、これは何に対する補償

金なのかどうかについて、まずお伺いをすると同時に、近々洞爺地区でも緑沢団地の解体に

伴う移動をしていただくというお願いをすることになろうかと思いますが、基本的には、居

住しているところですから、住む代替の場所が見つからなければ出ていけないわけですので、

間違いないと思いますが、清水団地の方々の行き先はしっかり決まった中での補償金が支払

われるということの確認をさせていただきたいことが１点です。 

  もう１点、小学校の教育振興事業のデジタル教科書の購入ということでございますが、私

ども総務の所管でも学校をそれぞれ回らせていただきましたけれども、あまり大きな形での

デジタル教科書の話がなかったような気がしたのですが、ひょっとしたら出てきたかもしれ
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ません。そこで、いずれにしてもきちっとした形で理解していないので、学校からの要求が

あって補正するのだろうと思いますが、どんな活用を考えてのデジタル教科書の購入なのか、

中身についてちょっと説明をしていただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 公営住宅の移転の関係でございますが、この対象といたしまし

ては、本年から緑沢団地と清水団地の両団地について、移転のお願いをさせていただいたと

ころでございまして、説明会は本年の１月30日に、清水団地と、それから緑沢団地、時間を

分けて説明会をさせていただいて、清水団地につきましては、建て替えが将来的に違う、定

住促進住宅か何かわかりません。まだそういう計画があるので、２年程度、令和元年、２年

かけてお願いしたいということで、お願いしてございます。 

  緑沢団地は、将来的に計画があるのではなくて、老朽化が著しいことからということで、

３カ年でお願いしたいということで、各入居者について、そのことについては了解をいただ

きまして、それで、その説明会の際に移転料１件当たり、ここにありますけれども、16万円

程度お支払いできるので、何とか協力をお願いしたいということでさせていただいたところ、

当初予算は４件ほどしか見ていなかったのですが、その後いろいろ説明をした中で、私ども

情報共有させていただいたら、思ったほか移転したいという方が多くいらっしゃって、今回、

補正予算を４件分、改めて見させていただいて、一部予備費で対応したものですから、本年

９件移転計画してございまして、そのうちの４件を今回補正予算で対応させていただきたい

というふうに考えてございまして、聞くところによりますと、来年につきましても13件ほど

予定があるということで、最後に緑沢団地が令和３年に４件ほどということで、そういう情

報共有をさせていただきながら、スムーズに対応していただけるように今進めさせていただ

いているところでございます。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 備品の小学校教育用のデジタル教科書購入でございますけれども、

来年度から新学習指導要領によりまして、小学校に本格的に英語が導入されます。それに

伴って、文科のほうから平成30、31年度に、それまでに当然学校のほうも指導できるような

形で資料が提供されていました。それで、それにつきましては、指導用ということでござい

ますので、その資料の中にＣＤが入っていまして、英語で実際に会話する画面であるとか、

ネイティブな英語だとかが入っていたものが、30年、31年は無償だったのですが、32年度か

ら有料になるということで、買ってくれということで急遽来まして、新年度予算ではちょっ

と間に合わないということで、急遽、校長会のほうから何とか補正をしていただきたいとい

うことがございまして、小学校用ということで、急遽これらを補正をしてお願いするという

状況になったというものでございます。 

○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） これで、質疑を終わりたいと思います。 
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  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43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。 

  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43号令和元年度虻田郡洞爺湖一般会計補正予算については、原案のと

おり可決されました。 

  ここで、休憩といたします。再開を２時20分といたします。 

（午後 ２時０８分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開いたします。 

  引き続き、一般議案を行います。 

                              （午後 ２時２０分） 

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

◎議案第44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44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。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書40ページになります。 

  議案第44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３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３号）は、次に定めるとこ

ろによるものでございます。 

  第１条、歳入歳出予算の補正でございますが、歳出予算内の補正でございまして、補正額

はゼロ円となっているところでございます。 

  以下、事項別明細書によりご説明を申し上げたいと思います。事項別明細書３ページ、４

ページをお開きいただきたいと思います。 

  歳出のみでございます。 

  １款１項１目の一般管理費３節職員手当で28万2,000円の増額、４節共済費で４万1,000円

の減額補正でございます。これにつきましては、時間外手当並びに給与改定に伴う職員手当

の増額、退職手当組合率の確定による退職手当組合負担金の減額でございます。 



－174－ 

  ９款１項１目予備費29節予備費でございます。24万1,000円の減額補正でございます。 

  以上、提案申し上げます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○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） 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44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44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45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45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。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書の42ページになります。 

  議案第45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３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３号）は、次に定めると

ころによるものでございます。 

  第１条としまして、歳入歳出予算の補正としまして、歳入歳出それぞれ651万3,000円を減

額しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億8,321万4,000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、内容につきましては、事項別明細書の中で説明

させていただきます。 

  以下、事項別明細書でご説明を申し上げたいと思います。事項別明細書４ページ、５ペー

ジをお開きいただきたいと思います。 

  まず、歳入でございます。 
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  ３款１項１目の公共下水道費国庫補助金でございます。１節公共下水道費補助金653万

4,000円の減額補正でございます。これにつきましては、補助事業の事業確定による減額を

計上したものでございます。 

  ２目の浄化槽設置整備事業費国庫補助金でございます。１節浄化槽設置整備事業費補助金

37万9,000円の減額補正でございます。これにつきましては、補助事業分の事業費の確定に

伴う補助金の減額を計上したものでございます。 

  ５款１項１目の繰入金でございます。１節繰入金350万円の増額補正でございます。一般

会計への繰入れでございますけれども、浄化槽設置希望者の増に伴う繰入金の増額を補正し

たものでございまして、国庫補助対象外の浄化槽の増によるものでございます。 

  ８款１項１目の下水道債でございます。１節下水道債で310万円の減額補正でございます。

これにつきましては、事業費の確定による下水道事業債の減額を計上したものでございます。 

  続きまして、６ページ、７ページでございます。 

  歳出でございます。 

  １款１項４目の浄化槽設置整備事業費でございます。19節の負担金補助及び交付金で260

万円の増額でございます。国庫補助対象外となる４基分が追加となってございます。それに

伴う補助金の増額補正でございます。 

  ２項１目の下水道建設費でございます。13節委託料で123万円の減額補正、また、その下、

15節工事請負費で785万円の減額補正でございます。一つとしましては、補助事業の事業費

確定によるものでございまして、処理場の設備工事委託料で123万円の減額、それから工事

請負費で、事業費確定に伴いまして1,085万円の減額補正をするものでございます。また、

単独事業としまして、工事請負費、管路工事の設計変更に伴う増額で300万円を計上するも

のでございます。 

  ３款１項１目の予備費でございます。29節予備費で３万3,000円を減額するものでござい

ます。 

  以上、ご提案申し上げます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○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） ちょっと確認でお聞きしたいのですが、事項別明細書の７ページに、

下水道建設単独事業ということで、工事請負費300万円の増ということになっているのです

が、以前の説明ですと、何か三豊トンネルのマンホールがどうのという話をされていたと思

うのですが、今、管路変更という話していたような気がするのですが、いずれにしても、三

豊トンネルのマンホールの話というのは、実は三豊トンネル、ちょくちょくやっています、

何か。マンホールのふたが開いているのか何か知らないけれども、夏場になると非常に臭い

がする。その関係でいろいろ補修をしたりしている経緯もあるのですが、今回は何のための

工事なのでしょうか、それを伺いたいのと。 
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  それから、地方債ですけれども、これだけ金利が下がっている中で、相変わらず５％以内

というふうになっているのですけれども、実際に公共下水道債というのは、かなりの負担が

町にとってはあるのだと思うのですけれども、現在の残高と言いますか、それと、この場合

の利率はどのぐらいなのかちょっと教えていただけますか。 

○議長（大西 智君） 篠原上下水道課長。 

○上下水道課長（篠原哲也君） 今回の工事請負費の300万円の増というのは、三豊トンネル

の、今年度、三豊トンネルの温泉側と三豊側、今回工事をやったのですけれども、当初予定

していたのは温泉側だけでございました。三豊側の工事も来年度予定するつもりではいたの

ですけれども、今年度で一緒に工事をやることになったのは、あそこは、国道のほうの法面

がちょっと崩れていて、今、ブルーシートを張っているのですけれども、来年度事業をやる

と聞いたものですから、来年度だとできない可能性があるということで補正させていただい

て、今年、三豊側のほうも一緒に工事させていただきました。 

  今、議員のほうから、臭いの関係のお話あったのですけれども、トンネルの両側に下水道

の圧送方式で、臭気抜きというのもあって、そこの臭いがしているのか、トンネルの中で以

前にふたが開いていて、臭いがしていた経緯もありまして、臭いの発生源というのがなかな

か目に見えないもので、特定できない部分がありまして、今回の工事とは無関係なのですけ

れども、そういういった状況でございます。 

  起債の関係でございますけれども、下水道の起債の残高についてはまだ30億円ほど、起債

の残高については残っているような形でございます。下水道の起債の金利の部分です。以前、

昔借りた高金利の部分について、繰上償還制度というのを一部国のほうでやったのですけれ

ども、それをまだ高金利のものが、起債が残っているということで、地方自治体のほうから

国に対しては要望、繰上償還の制度をもう一度できないかということで要望しているのです

けれども、なかなか国のほうで、前回やったのも超法規的措置で、金融の財政の規律を乱す

もので、今後そういうことはできないという答申も出ている関係で、なかなか、要望は上げ

ているのですけれども、実施には至らないような形になっております。 

○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） 起債の利率の設定でございます。こちら一般会計も同様です

けれども、現在５％で設定しております。借換えの際の利率も想定した状態ではございます

けれども、現在の本年度の借入の率を参考までに申し上げますと、0.01から0.1％と、現在、

借入の金利自体は非常に低くなっているところでございます。これまで、現在の借入の中で

は２％、３％という率も残っておりまして、そういった部分も視野に入れて、現在でも５％

の率を上限として設定させていただいているところでございます。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「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。討論はありますか。 



－177－ 

〔「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45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45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46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46号令和元年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補

正予算についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 46ページになります。 

  議案第46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３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３号）は、次に定めるところに

よるものでございます。 

  第１条、歳入歳出予算の補正としまして、歳入歳出それぞれ５万8,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億9,456万1,000円とするものでございます。 

  以下、事項別明細書により説明を申し上げたいと思います。明細書の４ページ、５ページ

をお開きいただきたいと思います。 

  歳入でございます。 

  ７款１項４目のその他一般会計繰入金でございます。１節事務費繰入金で５万8,000円の

増額補正でございます。給与改定等に伴う繰入金の増額でございます。 

  続きまして、６ページ、７ページでございます。 

  歳出でございます。 

  １款１項１目の一般管理費でございます。２節給与で１万8,000円、３節の職員手当で４

万円の増額補正でございます。これにつきましては、給与改定に伴う増額を補正するもので

ございます。 

  以上のとおりご提案いたします。よろしくご審議をお願いいたします。 

○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〕 
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○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46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46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47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47号令和元年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会

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。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 49ページになります。 

  議案第47号令和元年度虻田郡洞爺湖町簡易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簡易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条として、歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出それぞれ449万7,000円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,720万7,000円とするものでございます。 

  以下、簡易水道事業特別会計予算事項別明細書によりご説明をいたします。 

  事項別明細書４ページ、５ページでございます。 

  まず、歳入でございます。 

  １款１項１目の負担金でございます。１節の水道利用加入金40万円の減額補正でございま

す。水道利用加入金、１件の減に伴う減額補正でございます。 

  ２款１項１目の使用料でございます。１節の専用給水料現年度分でございまして、489万

7,000円の増額補正でございます。これにつきましては、新規のホテルが洞爺地区で稼働し

たことに伴う増額分を見込んだものでございます。 

  続きまして、６ページ、７ページになります。 

  歳出でございます。 

  １款１項１目の一般管理費でございます。27節公課費で９万4,000円の増額補正でござい
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ます。消費税納付額の確定に伴う補正でございます。 

  ２款１項１目の簡易水道施設維持管理費でございます。11節需用費で509万8,000円の増額

補正でございます。これにつきましては、光熱水費及びポンプ場の修繕費の増額を見込んだ

ものでございます。13節委託料15万円の減額補正でございます。また、15節工事請負費でも

20万円の減額補正をしてございますが、これにつきましては、事業の確定に伴う委託料及び

工事費の減額を見込んだものでございます。 

  ２項１目の簡易水道建設費でございます。13節委託料でございますが、４万円の減額補正

でございます。事業費の確定に伴う実施設計業務委託料を減額するものでございます。 

  ４款１項１目の予備費でございます。29節予備費で30万5,000円を減額するものでござい

ます。 

  以上、ご提案申し上げます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○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47号令和元年度虻田郡洞爺湖町簡易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47号令和元年度虻田郡洞爺湖町簡易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48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48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。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書52ページになります。 

  議案第48号令和元年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算（第３号）でございます。 

  これにつきましては、第２条で、収益的収入及び支出の予定額を次のとおり定めてござい

ます。補正額につきましては、収入、支出ともに650万円の減額補正でございます。それに
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伴いまして、予定額の合計を収入、支出ともに２億7,426万4,000円とするものでございます。 

  第３条で、予算第４条の本文中、資本的収入額が資本的支出に対して不足する額を4,540

万2,000円に改めるものでございます。資本的収入では790万円を増額補正し、予定額の合計

を１億740万円とするものでございます。 

  資本的支出でございますけれども、798万6,000円を増額補正し、予定額合計を１億5,280

万2,000円とするものでございます。 

  以下、水道事業会計補正予算に関する説明書によりご説明を申し上げたいと思います。 

  説明書の５ページ、６ページをお開きいただきたいと思います。 

  ５ページは、収益的収入及び収益的支出の部分を記載してございます。 

  まず、収益的収入でございますが、１款１項１目の給水収益でございます。節で水道料金

650万円の減額でございます。これにつきましては、今年度、家庭用、業務用ともに使用水

量が減ってきているということから減額をするものでございます。 

  収益的支出でございます。１款１項１目の原水及び浄水費でございます。節の光熱水費で

30万円、これにつきましては、電気料の不足分を補正するものでございます。また、修繕費

につきましては450万円の減額補正でございます。施設修繕費となってございますが、他事

業との兼ね合いから修繕予定を見直して、今回450万円を減額するものでございます。 

  ２目配水及び給水費でございます。節の修繕費で110万円を増額補正してございます。こ

れにつきましては、漏水修理に伴う増額でございます。その下、工事請負費で594万円を増

額補正してございます。配水管の撤去工事、これにつきましては、民地内の配水管の撤去に

つきまして、地権者と協議が整ったことから、今回補正をさせていただくものでございます。 

  この撤去箇所を別紙資料に記載してございますので、後ほど参考までに見ていただければ

と思います。 

  ５目の資産減耗費でございますが、節としまして、固定資産除却費172万3,000円でござい

ます。上記の工事に伴う除却を見たものでございます。 

  ４項の予備費でございます。１目予備費で1,106万3,000円の減額を計上するものでござい

ます。 

  続きまして、６ページの資本的収入及び支出になります。 

  まず、収入でございますが、１款１項１目の企業債でございます。企業債として790万円

を増額補正してございます。工事等の実施に伴う増額を見込んだものでございます。 

  資本的支出でございますが、１款２項１目の上水道施設増補改良工事費でございます。委

託料として776万6,000円、これにつきましては、虻田地区の道路環境整備の関連でございま

して、来年度以降工事予定の箇所の実施設計をするものでございます。また、その下、工事

請負費22万円でございますが、配水管の布設替え工事の設計変更分を計上させていただくも

のでございます。 

  以上、ご提案申し上げます。よろしくお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 
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  これから質疑を行います。質疑はありますか。 

〔「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48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48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。 

  ここで、暫時休憩をいたしたいと思います。 

  説明員については退席いただいても結構です。 

（午後 ２時４７分） 

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

○議長（大西 智君） 休憩を解きます。会議を再開いたします。 

                              （午後 ２時４８分） 

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

◎意見書案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第17、意見書案第10号「再編統合」対象の公立・公的病院名公表

の撤回を求める意見書（案）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  下道議員。 

〇９番（下道英明君） 読み上げて上程させていただきます。 

  意見書案第10号。 

  令和元年12月10日、洞爺湖町議会議長大西智様。 

  提出議員、下道英明。賛成議員、立野広志、同じく、今野幸子。 

  「再編統合」対象の公立・公的病院名公表の撤回を求める意見書（案）について。 

  会議規則第９条第２項の規定により、上記議案を別紙のとおり提出します。 

  記。 

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

  裏面をご参照ください。 

  「再編統合」対象の公立・公的病院名公表の撤回を求める意見書（案）。 
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  厚生労働省は９月26日、病床数を削減することを目的に、全国の公立・公的医療機関を対

象に、再編・統合の必要性について、「再検証」を行い、全国424の病院について「再編・

統合の議論が必要」と判断した医療機関名を公表するという異例の対応に踏み切った。北海

道は54施設が対象病院とされたが、早くも現場から、頭ごなしの国のやり方に批判が高まり、

住民からも存続を心配する声が寄せられています。 

  地域が直面している急速な高齢化は、必要とされる医療の内容に変化をもたらし、複数の

慢性疾患を抱えながら老年期の自立と生活の質の向上を支える医療が中心となっている。他

方、進展する人口減少により患者数そのものが減少するとともに、地域医療を支える医師や

看護人材の不足など、地方の病院は困難な経営を強いられている。 

  国・厚生労働省は、公表した公立・公的病院をがんや救急など診療領域で、診療実績が特

に少ない、近隣に同程度の実績を持つ病院がある等、機械的基準による判断で分析している

が、地域の実情と住民の切実な声を踏まえないまま、公的医療体制の縮小を迫るものとなっ

ていることは重大である。 

  国は、病床機能報告制度・地域医療構想の策定・地域包括ケアの推進・診療報酬の改定に

よる在宅復帰の推進など、医療・介護分野の改革を進めているが、医療費を抑制することが

ねらいと考えられる。しかし地域の住み続けるために必要不可欠な医療の提供体制の検討に

当たっては、地方の実態を見るとともに、声をよく聴く必要がある。 

  よって、国における今般の「再検証」による病院名公表を撤回し、地域医療の進め方につ

いて地方自治体など地域の意向を尊重して進めていただけるよう強く要望します。 

  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。 

  令和元年12月10日、北海道虻田郡洞爺湖町議会議長、大西智。 

  以上でございます。 

○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。 

  １番、越前谷議員。 

〇１番（越前谷邦夫君） 今回の再編・統合ということで、対象の公立・公的病院名を公表し

たわけでありますけれども、全国でも424、それから北海道では54と。 

  特に、昨日質問させていただきましたが、胆振で３病院が対象になっているわけでありま

して、特に、洞爺湖町にある総合病院も対象になっているわけでありますから、その辺も文

章の中に網羅した中で、意見書というものを出していただければ、大変素晴らしいなと思っ

たのですが、何か文章を書くのに、論文を書くのが得意の下道議員の文章では、ちょっと理

解できないのですけれども。特に地域医療とか、地域にもたらす経済、雇用というものを考

えた場合においては、洞爺湖町にある病院が対象になっているわけでありますから、地域の

実態というものを意見書の中にはっきりと明確にしながら、撤回を求めるというのが最も良

かったのではないかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 
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○９番（下道英明君） 越前谷議員のご指摘、大変ありがとうございます。 

  この文章を作成するに当たって、個別の病院名も当然視野に入れたのですけれども、ただ、

今回の撤回に対する意見書（案）、全国区から出ておりますし、特に北海道においては54施

設、特定のことよりは、やはり地域医療、自治体として、全体として捉えていくということ

で、あえて文章を書かずに、北海道という限定をさせていただいたところでございます。洞

爺湖町議会ということで、当然、意見書を受ける国会の先生方にしても、当然当該の病院と

いうことを認識されるということで書かせていただきました。 

  ただ、今ご指摘いただいたことは、非常に深く反省するところでございます。 

  以上でございます。 

○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、質疑を終了いたします。 

  これから討論を行います。討論はありますか。 

〔「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、意見書案第10号「再編統合」対象の公立・公的病院名公表の撤回を求める意見

書（案）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、意見書案第10号「再編統合」対象の公立・公的病院名公表の撤回を求める意

見書（案）については、原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第18、意見書案第11号授業料減免制度の現行水準を維持すること

を求める意見書（案）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  立野議員。 

〇５番（立野広志君） それでは、読み上げて提案させていただきます。 

  意見書案第11号。 

  令和元年12月10日、洞爺湖町議会議長、大西智様。 

  提出議員、立野広志。賛成議員、今野幸子。 

  授業料免除制度の現行水準を維持することを求める意見書（案）について。 

  会議規則第９条第２項の規定により、上記議案を別紙のとおり提出します。 
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  記。 

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

  裏面をごらんください。 

  授業料免除制度の現行水準を維持することを求める意見書（案）。 

  来年４月から導入する高等教育の修学支援制度と引き換えに、文科省は2020年度から、現

行の国立大学の授業料減免制度について廃止するとの方針を示しました。 

  就学支援制度による低所得者世帯への支援は当然ですが、対象となる学生は全学生の１割

程度に限定されます。現行の授業料減免制度は、中間所得世帯までが対象とされているため、

国立大学に通う学部生のうち約１万9,000人の授業料負担が増加すると、文部科学省が調査

結果でも明らかにしています。 

  安倍首相は問題の深刻さを認め、継続的な支援について「来年の制度施行までに検討す

る」と国会で答弁していますが、いまだ方向性は示されていません。 

  このままでは、新制度の基準によって今年度まで授業料免除を受けられていた学生が除外

されるケースや、各大学が実施していた独自の授業料減免措置の多くが廃止されることにな

ります。今後入学する高校生等についても、これまで受けられていた支援の対象外となるこ

とで大学進学をあきらめざるを得ない生徒が出てしまいます。 

  文部科学省に対し、「これでは大学に通えなくなり、進学をあきらめたりする人が出てき

てしまう」「増税したのに減免措置が後退するのはどういうことですか」「最低限、これま

での水準を維持してほしい」と不安や懸念を訴えています。 

  在校生はもちろん、2020年度以降の新入生も、今まで通り減免が受けられるよう制度維持、

予算確保を強く求めるものです。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

  令和元年12月10日、北海道虻田郡洞爺湖町議会議長、大西智。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○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。 

  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、意見書案第11号授業料減免制度の現行水準を維持することを求める意見書

（案）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〕 
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○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、意見書案第11号授業料減免制度の現行水準を維持することを求める意見書

（案）については、原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第12号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第19、意見書案第12号災害救助法の見直しを求める意見書（案）

についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  立野議員。 

〇５番（立野広志君） これについても、読み上げて提案をさせていただきます。 

  意見書案第12号。 

  令和元年12月10日、洞爺湖町議会議長、大西智様。 

  提出議員、立野広志。賛成議員、今野幸子。 

  災害救助法の見直しを求める意見書（案）について。 

  会議規則第９条第２項の規定により、上記議案を別紙のとおり提出します。 

  記。 

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

  裏面をごらんください。 

  災害救助法の見直しを求める意見書（案）。 

  北海道で観測史上初めて最大震度７を記録し、災害関連死を含め44人が犠牲になった北海

道胆振東部地震では、強烈な揺れが、多数の家屋を損壊させ、大規模な土砂崩れによる被害

を生みました。道内ほぼ全域が停電する全国で初めてのブラックアウトが２日間続くという

未曾有の事態を引き起こしました。 

  震源上に位置し、大きな被害を出した厚真、むかわ、安平３町では約200世帯が応急仮設

住宅で暮らしています。自宅が全壊し家財道具を失った人も少なくありません。被災者の暮

らしを支えるきめ細かな施策を続けるとともに、住宅再建への支援を強めることが重要に

なっています。 

  災害救助法では、仮設住宅の入居者に、「寝具」「日用品」「炊事用具・食器」などの給

付があるものの家電製品は対象外となっています。 

  そのため北海道胆振東部地震の被災地の要求を受けて、道は被災３町が家電３品を貸与す

るための購入経費に100％補助する「生活家電応急貸与事業費補助金」事業を創設し、厚真、

安平、むかわ３町の仮設入居264世帯に対し、洗濯機、冷蔵庫、テレビの生活家電３品目、

計623台が貸与されました。 

  避難生活の中では、体調を崩す人も少なくありません。これまでに持病のある被災者が、

移り住んだ仮設住宅で亡くなる痛ましい事態もありました。被災世帯が安心して生活ができ

る環境づくり、応急仮設の住環境の改善をすすめることが大切です。 
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  いまでは、洗濯機、冷蔵庫、テレビは生活必需品と言えます。生活家電３品を災害救助法

の給与対象とすることを求めます。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

  令和元年12月10日、北海道虻田郡洞爺湖町議会議長、大西智。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○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。 

  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、意見書案第12号災害救助法の見直しを求める意見書（案）についてを採決いた

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、意見書案第12号災害救助法の見直しを求める意見書（案）については、原案

のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第13号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第20、意見書案第13号新たな過疎対策法の制定に関する意見書

（案）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  五十嵐議員。 

〇６番（五十嵐篤雄君） 読み上げて提案をさせていただきます。 

  意見書案第13号。 

  令和元年12月10日、洞爺湖町議会議長、大西智様。 

  提出議員、五十嵐篤雄、同じく、今野幸子、同じく、越前谷邦夫、同じく、大久保富士子、

同じく、石川邦子。 

  新たな過疎対策法の制定に関する意見書（案）について。 

  会議規則第９条第３項の規定により、上記議案を別紙のとおり提出します。 

  記。 

  提出先、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣。 

  裏面をごらんください。 

  新たな過疎対策法の制定に関する意見書（案）。 
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  過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、４次にわたる特

別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整

備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。 

  しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、また、森林管理の放置による

森林の荒廃や度重なる豪雨・地震等の発生による林地崩壊、河川の氾濫など、極めて深刻な

状況に直面している。 

  過疎地域は、我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの地

域であり、都市に対する食料・水・エネルギーの供給、国土・自然環境の保全、いやしの場

の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献をしている。 

  過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は国民共有の財産であり、それは

過疎地域の住民によって支えられてきたものである。 

  現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和３年３月末をもって失効することとなるが、

過疎地域が果たしている多面的・公共的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過

疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えていく政策を

確立・推進することが重要である。 

  過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維持

されることは、同時に、都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するものである

ことから、引き続き総合的な過疎対策を充実強化されることが必要である。 

  よって、新たな過疎対策法の制定を強く要望する。 

  以上、地方自治法第99条の規定より意見書を提出します。 

  令和元年12月10日、北海道虻田郡洞爺湖町議会議長、大西智。 

  以上でございます。 

○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。 

  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、意見書案第13号新たな過疎対策法の制定に関する意見書（案）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、意見書案第13号新たな過疎対策法の制定に関する意見書（案）については、
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原案のとおり可決されました。 

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

◎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。 

  明日から来年３月定例日の前日までの部分においては休会となっていますのでご了承願い

たいと思います。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

（午後３時１２分） 
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