
－135－ 

洞 爺 湖 町 議 会 令 和 ２ 年 ３ 月 会 議 

 

議 事 日 程（第４号） 

 

令和２年３月１０日（火曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 議案第５０号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための

関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備につい

て 

日程第 ３ 議案第５１号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について 

日程第 ４ 議案第５２号 洞爺湖町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 

日程第 ５ 議案第５３号 洞爺湖町税条例の一部改正について 

日程第 ６ 議案第５４号 洞爺湖町介護保険条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第５５号 洞爺湖町洞爺水辺の里財田キャンプ場条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第５６号 洞爺湖町水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第５７号 洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第５８号 洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負

担に関する条例の一部改正について 

日程第１１ 議案第５９号 令和元年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第４号） 

日程第１２ 議案第６０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４

号） 

日程第１３ 議案第６１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

４号） 

日程第１４ 議案第６２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４号） 

日程第１５ 議案第６３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３

号） 

日程第１６ 議案第６４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

３号） 

日程第１７ 議案第６５号 令和２年度虻田郡洞爺湖町一般会計予算 

 議案第６６号 令和２年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計予算 

 議案第６７号 令和２年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計予算 

 議案第６８号 令和２年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計予算 

 議案第６９号 令和２年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計予算 

議案第７０号 令和２年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計予算 
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議案第７１号 令和２年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計予算 

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

本日の会議に付した事件 

 日程第１～日程第１７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 
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 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 
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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 
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庶務課長 見  付  敬  蔵  君 
農業振興

課 長 
片  岸  昭  弘  君 
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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９番、下道議員、10番、石川議員を

指名いたします。 

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

◎議案第50号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第２、議案第50号成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正

化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備についてを議題

といたします。 

  提案理由の説明を行います。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） それでは、１ページでございます。 

議案第50号成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整

備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備についてでございます。 

この条例改正の趣旨でございますが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等

を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、成年被後見人及び被保佐人である

ことにより、資格・業務等の条件において一律して除外することなく、心身の故障状況を審

査し必要な能力の有無を判断するよう規定が整備されたことから、関係する条例を一括して

改正するものでございます。 

  それでは、別冊の議案説明資料によりご説明を申し上げたいと思います。 

  資料の１ページでございます。 

  まずは、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。 

  第５条で、失職の例外を規定してございますが、地方公務員法第16条の職員としての欠格

条項から第１号の成年被後見人または被保佐人が除かれ、第２号以降の号が繰り上げられた

ことから、引用する条項の繰り上げを行うものでございます。 

  次に、資料の２ページから４ページになります。 

  洞爺湖町職員の給与に関する条例の新旧対照表でございます。 

  本条例につきましては、地方公務員法第16条の職員の欠格条項の改正により、成年被後見

人または被保佐人となったことによる失職がなくなったことから、不要となる文言を削除す
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るものでございます。 

第21条、第22条及び第24条の規定中、成年被後見人等に該当したことにより失職した場合

の期末手当及び勤勉手当の取り扱いに関する文言を削除するものでございます。 

４ページ、第30条、求職者の給与についてでございますが、同様に成年被後見人等に該当

したことによる失職に関する文言を削除してございます。 

５ページになります。 

洞爺湖町職員の旅費に関する条例の新旧対照表でございます。 

こちらも職員の給与条例と同様に地方公務員法第16条の職員の欠格条項の改正により成年

被後見人、または被保佐人となったことによる失職がなくなったことから、不要となる文言

を削除したものでございます。 

第３条の旅費の支給では、第５項に旅費を支給しない場合を定めてございまして、地方公

務員法第16条の第２号から第５号までとする引用条項の文言を整備するものでございます。 

続きまして、６ページになります。 

洞爺湖町印鑑条例の新旧対照表でございます。 

本条例では、印鑑登録証明に関する事項を定めてございまして、印鑑登録の登録資格の規

定を法律の改正の趣旨に沿いまして、成年被後見人を一律除外としないよう改正するもので

ございます。 

第２条第２項第２号の「成年被後見人」とあるのを総務省作成の印鑑登録証明事務処理要

綱に準じまして、「意志能力を有しない者（前号に掲げる者を除く）」に改めるものでござ

います。 

続きまして、７ページでございます。 

洞爺湖町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の新旧対照表でござ

います。 

第23条では、職員の要件を定めてございまして、児童福祉法を引用してございますが、児

童福祉法においても保育士や里親となる際の要件から成年被後見人または被保佐人を除く改

正内容となっており、同法の規定を引用する条項を第４号から第３号に１号繰り上げるもの

でございます。 

それでは、議案書に戻っていただきまして、２ページの下の附則でございます。 

第１項の施行期日でございますが、この条例は公布の日から施行するものでございます。 

第２項の経過措置では、洞爺湖町職員の給与条例の一部改正に伴う経過措置を定めてござ

いまして、この条例の施行日前に地方公務員法第16条第１号の規定に該当して、失職した場

合の給与の取り扱いについては、従前の例によるものと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50号成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係

法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備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50号成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための

関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備については、原案のとおり可決さ

れました。 

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

◎議案第51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51号職員の服務の宣誓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） それでは、議案書３ページになります。 

  議案第51号職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正についてでございます。 

  この条例改正の趣旨でございますが、本年４月１日から一般職の非常勤職員の任用制度が

従来の嘱託職員から会計年度任用職員に変更になることに伴い、地方公務員法に定める服務

の宣誓が義務づけとなります。 

  会計年度任用職員の職務、勤務対応が多種多様でございまして、また毎年度、新たに任用

することになっていることから、会計年度任用職員ごとにふさわしい服務の宣誓の方法を可

能とするため、本条例の一部を改正するものでございます。 

  それでは、議案説明資料によりご説明を申し上げます。８ページでございます。 

  職員の服務の宣誓に関する条例の新旧対照表でございます。 

  第２条第２項として、会計年度任用職員の服務の宣誓方法について任命件者が別に定める

ことができるものとする１項を加えるものでございます。なお、具体的な方法としましては、

会計年度任用職員の服務等に関する規定を定め、再度任用の際には、最初の任用時の服務の

宣誓をもって宣誓を行ったものと見なすことや、自宅等で署名した宣誓書の提出を可能とす

るものでございます。 

  議案書に戻っていただきまして、附則でございます。 

  この条例は、令和２年４月１日から施行するものでございます。 
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  以上、提案申し上げます。よろしくご審議お願いいたします。 

○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） ４月から始める会年度任用職員も公務員と同じように、このように職

員の服務の宣誓というのを行うということになりまして、身分上は会計年度任用職員という

形で１年ごとの雇用ではあるけれども、公務員に準じたそういう責任と役割、それが求めら

れるということで宣誓するわけなのでしょうけれども、ちょっと参考までに宣誓の中身とい

うのはどういうものなのか教えていただけませんか。 

○議長（大西 智君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） 宣誓書という形で１枚ものになるのですけれども、予定ですけ

れども、読み上げてご報告させていただきます。 

  「私は、ここに主権が国民に存ずることを認める日本国憲法を尊重し、かつ擁護すること

は固く誓います。私は、地方自治体の本意を呈することとともに、公務を民主的かつ能率的

に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠意かつ公正に職務を執行することを

誓います。」、年月日と氏名でございます。 

  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） この宣誓文については、地方公務員の一般の正規職員と全く同様の内

容なのでしょうか。 

○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、国の国家公務員のほうのもの参考にしておりまして、

町職員の部分と全く同じものでございます。 

  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〕 

○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51号職員の服務の宣誓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。 
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  したがって、議案第51号職員の服務の宣誓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52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52号洞爺湖町固定資産評価審査委員会条例の一部改

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４ページになります。 

  議案第52号洞爺湖町固定資産評価審査委員会条例の一部改正についてでございます。 

  この条例改正の趣旨でございますが、本条例中において引用している行政手続等における

情報通信の技術の利用に関する法律の名称変更及び条項の追加等が行われたことに伴い、本

条例の一部を改正するものでございまして、条例内容の変更が伴うものではございません。 

  それでは、議案説明資料によりご説明を申し上げます。９ページになります。 

  洞爺湖町固定資産評価審査委員会条例の新旧対照表でございます。 

  この条例は、固定資産評価審査委員会における審査の申し入れや審査手続に関して定めて

ございまして、電子情報処理書式の利用といわゆるインターネット通信技術を使用した書類

提出の取り扱いについても規定しているところでございます。 

  第６条第２項におきまして、引用する法令名称を「情報通信技術を活用した行政の推進等

に関する法律」に改め、引用する条項を「第３条」から「第６条」に３条繰り下げるもので

ございます。 

  議案書に戻っていただきます。 

附則でございます。この条例は、附則の日から施行するものでございます。 

  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52号洞爺湖町固定資産評価審査委員会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〕 
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○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第52号洞爺湖町固定資産評価審査委員会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53号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第５、議案第53号洞爺湖町税条例の一部改正についてを議題とい

たします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書５ページでございます。 

  議案第53号洞爺湖町税条例の一部改正についてでございます。 

  本改正は、入湯税につきまして、一般客の宿泊の税額を現行の「150円」から「300円」に

変更するものでございます。あわせまして、条項の整理をしているところでございます。 

  本改正に関しましては、昨年12月25日に開催しております洞爺湖温泉旅館組合の会員の皆

様、また洞爺湖温泉観光協会の役員の皆様との意見交換会において確認されたところでござ

いまして、同月26日に町へ回答書として提出された内容を基本としまして、今回、議案とし

て提出させていただくものでございます。 

なお、この入湯税の増額分につきましては、今後の観光振興対策事業や環境対策事業に活

用していくこととしてございます。また、その活用に際しましては、観光協会や旅館組合な

どによる協議会等を設置しまして、関係団体ともしっかりと協議検討を行い、進めることと

してございます。 

  改正内容につきまして、議案説明資料10ページをごらんいただきたいと思います。 

  洞爺湖町税条例新旧対照表でございます。 

  第143条第１号について「イ、宿泊客 １泊につき150円」とあるのを「ア、宿泊客 １泊

につき300円」に改め、「ロ、日帰り客 100円」とあるものを「イ、日帰り客 100円」に

改めるものでございます。 

  議案書に戻っていただきます。 

附則でございますが、第１項の施行期日につきましては、令和２年６月１日から施行する

ものとし、第２項には、経過措置としまして令和２年５月１日以降にこの条例の施行の日の

以後に宿泊契約が成立した入湯税を改正後の税率とし、４月30日以前に宿泊契約が成立した

入湯税につきましては、従前の例によることとしてございます。 

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。 

  ５番、立野議員。 
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○５番（立野広志君） 今の提案説明の中で、今回のこの入湯税の引き上げについては、昨年

12月25日、関係団体との意見交換の後、翌日に町に提案されたものだと、こういう説明があ

りましたが、今日、今、新型コロナウイルス感染症拡大で北海道は緊急事態を宣言し、また

政府も全国一律休校要請を行うなど、観光事業者初め関連する事業者、そしてそこで働く就

労者も大きな痛手を受けている状況です。 

  こうした事態となって以降、町は改めて旅館組合や関係団体などと、この入湯税の引き上

げに関して協議をしたことがあるのかどうか、そのことについてまず伺っておきたいと思い

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） この入湯税の引き上げにつきましては、１月にも皆さんにご報

告をしたところですけれども、30年１月に北海道からいろいろな宿泊税の関係で出てきた後

に、勉強会という中でいろいろと協議して、最終的には12月25日に旅館組合、洞爺湖温泉観

光協会のほうの了解を得てというか、皆さん150円を300円ということで引き上げましょうと

いうことで結論が出たところです。 

  議員、おっしゃるとおり、その後に新型コロナウイルスの問題が発生したところでありま

して、この課税に関して、この状況の中でいかがなものかという部分では、２月21日なので

すけれども、旅館組合の皆さん集まっていただいている中で、お話を投げかけたところであ

ります。 

皆さんの意見として、このコロナウイルスが６月までに収束するのか、また、では、これ

を伸ばしたとして、10月がいいのか、３月がいいのかという部分に関しては、やはり伸ばす

部分では、いかがなものかというのを皆さんお話の中で出ております。そして、今一番大事

なのは、150円でも300円でも多くの観光客が来ていただけるようにしていかなければ、この

徴収もできないという中では、６月１日の課税という部分では、皆さんこれでいきましょう

ということでお話をいただいて、今回、議会に上程して上げているところです。２月21日、

私もそのお話をして、本当に個々の旅館の方々だけではなく、全員のご意見として６月１日

にしていきましょうというご意見をいただいた部分は、とても私は感謝しているところでも

ございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 今、鈴木参与が答えられましたけれども、全員が一致してその６月１

日からの実施をというふうになったというふうに伺ったのですが、実は最近、私、旅館の、

温泉街のホテル経営者の方、何人かとこのことについてお話ししたのですけれども、どうも

その受けとめ方が違うのですよね。入湯税引き上げということは、確かに管内はそういう動

きが出ていて、登別は既に４月１日から実施するというふうになっていますし、例えば、壮

瞥なども引き上げを決めて実施するということになっているから、管内でうちの地域だけが

いつまでも同じ150円というわけにはいかないかもしれないと。 
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だけれども、今、観光を初め産業全体が大きな打撃を受けつつある中で、この時期に入湯

税を２倍に引き上げるということは、観光業へさらなる痛手を与えるものだと。このコロナ

ウイルスが、例えば収束に向かったとしても、すぐに観光客が戻ってくるわけではないと。

その間、やはり観光客誘致のためのさまざまな取り組み、資金もかかるし、運動をしていか

なければいけないと。そういうときに、観光客がなかなか洞爺湖温泉にも含めてですけれど

も、全体的にこう上がっていく中でですけれども、洞爺湖温泉に来ていただけないというこ

とは残念だということで、実は、事業者の中でも、これはもう最後は、私も言われたのです

けれども、議会が判断することではないですかというぐらいまで言われまして、私としては、

やはり今この時期にこういう引き上げを行うのは、やはり考えものだなというふうに思うの

ですけれども、その辺の検討というのは、町としては全くされていないのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 先ほど、２月27日にお集まりをいただいてという部分がありま

す。その部分では10軒のホテル事業者が来て、お話をしていただいたところであります。今、

お話しされているホテル・旅館の方がどちらかは定かではありませんけれども、その中での

ご意見としては同意をしていただいている部分、それと、お話の中で、うちはその会議の中

にも、提案としてこの時期にいかがでしょうかという投げかけをして、判断をしていただい

たところでありまして、一方的にうちがという部分ではなく、こちらのほうもやはり今回の

新型コロナウイルスに関して、やはり影響があるという部分では、心配して提案をというか、

お話を持って行っているところでもございます。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございませんか。 

  １番、越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） この入湯税というのは、本質的には目的税であるかと思うのですよ

ね。従来どおり、この入湯税が一般財源の中に入るのかどうなのかというのが１点確認させ

ていただきたいのと、将来の観光づくりの財源にするということも関係者との話し合いの中

で、そういう確認をされておるようでありますけれども。洞爺湖町におきます観光開発基金

というのがありますよね。したがって、この観光開発基金との整合性と言いましょうか、そ

の辺をちょっと伺っておきたいなと思います。 

  それともう一つは、今、先ほど経済部の参与のほうからも話されておりますが、やはり北

海道で、今、道の観光税であるとか、あるいはまた宿泊税等々含めて、いろいろ検討されて、

関係市の方々と協議をした中で、宿泊税も300円にするとか、150円にするとかという、そう

いう新聞報道があるわけでありますけれども、そういった将来的にこの洞爺湖町の入湯税と

道との観光に対する税のこれまた整合性というのは、どうなのか。その辺を伺っておきたい

なと。 

○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） 入湯税につきましては、一般財源として活用しております。

その中で、目的税といたしまして、使途に関しましては環境衛生施設の整備、観光施設の整
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備、観光振興、こういった項目に基づきまして、目的税として活用しているところでござい

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） まず、今のお話の部分で、佐野財務財政課長がお話ししたとお

り、この部分は昭和25年に地方税法改正により、市町村で徴収することができる税となって

おります。 

内容に関しては、環境衛生施設に関しては昭和32年から、そして鉱泉源の保護・管理、施

設及び消防施設に関するものに関しては昭和46年から、そして観光振興という部分では平成

３年から、この事業に充てることができるという形で活用しておりまして、今までの入湯税

150円においても、やはりこの目的に沿った事業に関しての財源の補塡としているところで

あります。 

そして、この部分でありますけれども、観光開発基金であります。観光協会または旅館組

合方の皆さんも、やはり今、これから心配している部分では、観光振興に携わる経費だけで

はなく、20年経過している有珠山噴火、これがもうじき来るのではないかという心配もして

いるところであります。当然、必要な部分に関しての財源を充てるという形にはしておりま

すけれども、その余った部分、また残していく分の中で、将来のそういう災害に備えてとい

う部分の中でも基金として積み上げていく部分が、その災害に遭ったときの復旧・復興、ま

た観光振興に関しても重要な財源になるのではないかという部分もお話しをしていただいて

おります。 

特に、近年、日本国内では、毎年いろいろな台風や噴火やいろいろな災害がある中で、20

年前と違って、やはり寄附金とかそういう部分でも善意としていただける部分もそれほど簡

単にならないのではないか。そうした部分では、しっかりと自主財源を設けていくという部

分では、基金積立てという部分ではあっていいのではないかというふうに皆さん、お話をし

ていただいております。 

それと、北海道と町の関係であります。北海道においては、ことし７月ごろから宿泊税と

いう形の中で徴収をしていきたいという形で、今、動いております。いろいろ、今、論議を

している中で、お話が出ているところでありますけれども、その部分に関しては、179市町

村、各宿泊している施設に宿泊税として徴収をしていきたいというお話の中あります。当初、

議員がおっしゃったとおり300円というお話で、いろいろその中で経緯をしている中では、

実は、12月25日から北海道が観光振興税に係る懇談会を開催しています。これは、構成員と

しては大学の教授、ホテル・旅館関係者、また旅行業者の方々、13名の懇談会がいろいろと

この宿泊税に関してお話を検討していたところでありますけれども、最終的には、２月10日

に３回目の会議を開催して、300円と言われていた部分が100円が妥当ではないかというお話

も出ているところであります。 

ただ、この辺に関しても、課税に関しての予想でありますけれども、早くても令和３年４

月１日、ややもすると令和４年になるのではないかという形では、まだはっきりと内容等決
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まっているものでもございませんし、ホテル・旅館の皆さんにもまだこの経緯に関して、一

切、北海道は周知しているところではありません。 

ただ、情報の中では、洞爺湖温泉観光協会、旅館組合とも北海道の動きに関しては、くま

なく情報提供をしていきながら、いろいろ討論をしている中で、この入湯税が決定されたと

ころであります。その北海道の宿泊税という部分が、どのような課税対象になるのか、そう

したものが出た時点では、また論議をしていこうという形の中では、まずは入湯税を300円

という形の中で、この洞爺湖町における観光振興、そうした部分に寄与できる財源を確保し

ていきたいというお話をいただいているところであります。 

以上です。 

○議長（大西 智君） １番、越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 今、経済部参与が答弁された内容は、よく理解できるのですけれど

も、ただ、その中で、やはり将来の有珠山噴火災害に向けての対策や復旧・復興と言いま

しょうか、その財源に充ててもらいたいような、それは観光業者が話ししていることであっ

て、町として、そういったその将来のこれだけ150円が300円になる、今まで例えば１億円

あったものが２億円になるということの中で、そういう将来の災害、観光産業を取り巻く災

害に向けての復興・復旧の対策費として考えられるのかどうなのか。考えていくという気持

ちはあるのか、どうなのか。その辺をちょっと、経済部参与はあと半月ほどで退職するわけ

でありますから、町長のほうでその辺はどのような見解を持っているのか聞いておきたいな

と。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） この入湯税につきまして、私どもの地域も道のほうの宿泊税の関係が

ありまして、いろいろと昨年当初から観光関係者の方が集まって、お話し合いをしていたと

いう話は聞いておりました。 

そのようなことから、最終的には観光宿泊業者が集まって、いろいろ協議をした中で150

円を300円にと。しかも、その適応月日が６月１日からということで、私どものほうに話が

ありまして、それを行政のほうとしてもくんだわけでございますが、今、その使途について

でございますけれども、今現在、大体入湯税が１億300万円、１億ちょっと入っている。そ

のほとんどは、観光振興策に寄与しているところでございます。 

加えて、それプラス洞爺湖温泉の観光の環境整備といいましょうか、例えば、下水道です

とか、そういうものも合わせますと、非常に大きな金額を今現在、支出している現状があり

ます。 

しかし、観光振興策に特化してということになりますと、やはり１億数千万円程度は、毎

年かかっていくのかなと。さらに、将来の噴火災害ということになりますと、災害復旧・復

興にあわせては、いろいろな場面が出てこようかと思います。こちら、本町あるいは洞爺地

区、町全体の災害復旧を考えていかなければならない。そのときに、観光振興においても、

施設整備等々については、いろいろなものがこれから出てくるかなと。 
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例えば、この町だけの問題ではなくて、観光振興を図るため旅客誘致のために、それぞれ

日本国内あるいは全国各地を回って洞爺湖温泉をアピールする、そういうものも当然必要に

なってくるやもしれない。施設整備をあわせて、そういうふうな観光振興策のためにも、将

来的にはやはり観光開発基金等に積み立て、余剰金を積み立てて、そして観光振興策に特化

していくというのが、あってしかるべきかな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。 

〔「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。 

  まず、本件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） 私は、議案第53号の洞爺湖町税条例の一部改正、特に入湯税の２倍の

引き上げの提案について反対の立場で討論をいたします。 

  今議会の町長の行政報告には、入湯税の引き上げの記述はありませんでした。それから、

新年度執行方針を見ても、その記述はありませんが、観光振興について、このように書いて

あります。「新型コロナウイルスの感染拡大により、中国人観光客を中心に宿泊キャンセル

が続くなど、旅館・ホテルを中心にその影響が懸念される。」という記述があるのですが、

先ほど述べたように、この入湯税引き上げについての記述というのはありませんでした。 

入湯税の引き上げというのは、決して簡単なことではないし、事業者にとってみると大変

な負担になる話であります。なぜ行政報告にも執行方針にも記述されなかったのか、行政に

とっては、さほどの問題ではなかったのかなというふうにちょっと勘ぐったりするところも

あるのですが。 

そもそも、先ほど説明がありましたけれども、入湯税引き上げに関して関係事業者との懇

談は、最終的には２月21日という説明でありました。実は、事態はそれ以降かなり悪化して

います。全道的にもこういう事態宣言が出たり、あるいは全国一律で休校措置要請が行われ

たりということで、さらに、観光地にとってみるとイベントが中止される。そして、宿泊者

のキャンセルが相次ぐというような状況で、きのうの一般質問でもその状況についてお話あ

りましたけれども、この例年の２月、３月の売り上げから見れば９割以上減少してきている

というような心配な声が出ているくらいです。 

そういう意味で言いますと、入湯税の引き上げが旅館やホテルにどのように影響するのか。

特に、今日のような新型コロナウイルスの感染拡大の中で、宿泊客の減少が長期化すること

が懸念されます。旅館やホテルの営業もそういった意味では、危機的状況に今、至っている

だけに、当初の計画を見直しして、この時期の入湯税の引き上げを見送る決断を私は町に求

めたいと思うのです。２月末に、数名のホテルの経営者の方や土産店の方などと懇談させて

いただきましたけれども、その中でもさまざまな苦境の声が出ました。 

例えば、観光客が大幅に減少する中で、ホテルを経営しているだけでも採算が合わない。
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しかし、観光地として営業を休むわけにいかない。わずかでも、お客さんが来てくれる以上、

しっかり受けとめてもてなすこと。洞爺湖温泉の火を消すわけにはいかないと、必死に頑

張っているのだという声もありました。 

それから、従業員は雇用調整助成金の活用もあるけれども、事業者には融資以外の支援が

ないと。従来の営業に比べて大幅なダウンをしても補償がないと。新たな借り入れしか方法

がないことに、非常に今、不安を抱いていると。そして、事業者にとってみると、2000年噴

火、ブラックアウト、日韓問題、さらには新型コロナウイルスと繰り返しこの痛手を受けて、

事業体としての体力も弱まっている。こういう実態の声もありました。 

ですから、収束後に以前の状況まで宿泊者を取り戻すには、さらに大きな負担と長期化が

強いられることは明らかでありますし、この負担を軽減する上でも、この入湯税の引き上げ

は今すべきではないと、見送るべきだというふうに思います。 

よって、議案第53号洞爺湖町税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） ほかに討論はございますか。 

  次に、本件に賛成の発言を許しますけれども、討論はありますか。 

  ６番、五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 賛成の立場で討論をさせていただきます。 

  先ほど話が出ておりましたように、管内の各自治体では、この宿泊税、同じく300円とい

う金額が多かったようですが、取り決め、議会の議決をされていることもニュース等で皆さ

んご存じだと思います。 

  ほかの自治体が決めたから、それに倣えばいいという意味ではございませんが、いずれや

はりこのような状況を我が町でもとらざるを得ない場面が来るのであれば、私は足並みをそ

ろえていくほうが得策であろうというふうに考えますし、確かに反対者が話されたように状

況は大変厳しいものがあるということも、私も認識しているつもりでありますが、制度は制

度としてきちんと整備をした中で、そして、すぐには財源の充てにはならないかもしれませ

んが、こういう制度があることによって、観光振興が、つまり自治体だけの支出ではなくて、

楽しんでいただく方もしっかりそれなりの負担をしていただいて楽しんでいただく。それで、

その財源は楽しんでもらうために有効に使うのだという、この考え方が私は観光にとってと

ても大事なことだろうというふうに思います。 

  今、この時点で確かに厳しい中での値上げというのはどうかなという気もいたしますが、

長い目で見た場合には、この制度はしっかりと維持していく必要があるというふうに考えま

す。 

  以上のことから、今回のこの改正に対しては、賛成をさせていただきます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） これで討論は終わります。 

  これから、議案第53号洞爺湖町税条例の一部改正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。 
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  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53号洞爺湖町税条例の一部改正については、原案のとおり可決されま

した。 

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

◎議案第54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54号洞爺湖町介護保険条例の一部改正ついてを議題

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６ページでございます。 

議案第54号洞爺湖町介護保険条例の一部改正ついてでございます。 

本改正は、低所得者の皆様の介護保険料につきまして、本則に定める額よりさらに軽減を

図るものでございます。消費税の見直しに伴いまして、平成27年度から一部実施している事

業でございまして、住民税非課税世帯等の保険料軽減強化について令和２年度においても、

国が定める軽減強化基準に準じた条例改正を行うものでございます。 

議案説明書によりご説明いたします。説明書11ページになります。 

洞爺湖町介護保険条例新旧対照表でございます。 

所得との段階ごとに３区分に分かれてございます。第５条第３項では、主に町民税非課税

世帯及び前年の合計所得と課税年金収入が80万円以下の方について、これまでの「２万300

円」を「１万6,200円」に改めるものでございます。 

第４項で、町民税非課税世帯で、所得及び課税年金収入が120万円以下の方については、

「２万7,300円」を「２万7,000円」に改めるものでございます。 

第５項では、町民税非課税世帯で所得及び課税年金収入が120万円を超える方につきまし

ては、「３万9,200円」を「３万7,800円」に改めるものでございます。 

議案書６ページに戻っていただきます。 

附則でございますが、この条例につきましては、令和２年４月１日から施行するものでご

ざいます。２項で、経過措置としまして、令和元年度以前の年度分の保険料につきましては、

なお、従前の例によるものとするものでございます。 

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） 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。 
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〔「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54号洞爺湖町介護保険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54号洞爺湖町介護保険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55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55号洞爺湖町洞爺水辺の里財田キャンプ場条例の一

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７ページでございます。 

  議案第55号洞爺湖町洞爺水辺の里財田キャンプ場条例の一部改正についてでございます。 

  財田キャンプ場の利用料金につきましては、平成22年３月に一部改正してございますが、

それ以降、これまで見直しをしてございません。この間に、消費税が２度改定されており、

さらには人件費や光熱費等の経費が上昇し、設備や備品等も劣化が進んでいることから、今

回の料金の改定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。12ページから13ページ

になります。各表の左側が新料金でございますが、かなり数字がたくさんございますので、

それぞれの金額については説明を省略させていただきたいと思います。 

  別表第２の（１）のキャンプ場に入場する場合の施設維持費としまして、１人当たりの宿

泊料金を現行の25％増額とし、日帰り料金は宿泊料金の２分の１として見直すこととしてご

ざいます。 

  それから、（２）のキャンプ場内の施設を利用する場合の利用料金、これは１サイト当た

りの料金になりますけれども、これにつきましては、各サイトの宿泊料金を現行の10％増額

とし、日帰り料金は宿泊料金の２分の１として見直しをしてございます。ただし、オープン

サイトの宿泊料金につきましては、サイトの区画がほかよりも広目に設定されていることか

ら、現行の20％増額とし、ケビンの宿泊料金につきましては、施設規模等を考慮しまして現

行の12％増額としているところでございます。 

  次に、２のスポーツ交流館を利用する場合の利用料金につきましては、夏期につきまして

は現行の10％増額、冬期につきましては暖房経費もあるため現行の15％増額としてございま

す。 
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  次に、13ページになります。３の運動広場またはイベント広場を利用する場合の利用料金

につきましては、現行の10％増額としているところでございます。 

  次に、４の施設内の設備、備品等を利用する場合の利用料金でございますが、耐久性が高

く長期間利用できる備品につきましては、現行の20％増額。火気などとともに使用する備品

につきましては、その損傷が早いことから、現行の50％増額を基本として見直しております。 

  議案書９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、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。 

  １番、越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 洞爺総合支所長も、総務課長も３月いっぱいで退職だということだ

から、余り質問したくないところではありますけれども、ただ、心配なことが何点かあるの

です。 

それの一つは、やはりこの、これからの洞爺湖観光というものを考えてみたときに、キャ

ンプは問題はないとしてでも、水上バイクなんかは、非常に植物の生態系に影響が出るとい

うことが懸念をされて、大沼公園あたりは水上バイクは入れないと、それで支笏湖もそうな

のです。洞爺湖だけがそれは認めているということなので、将来の洞爺湖観光というものを

考えてみたときに、そういうその騒音であるとか、あるいはまた植物の生態系にも影響が出

るようなものを検討する必要性があるのではないかなと思うのですね。当初、何年か前に、

住民の方々から要望も出ました。うるさすぎて、どうもならないと。それで、協議をした結

果、昼休みの12時から１時まで入れないようにしたわけであります。 

それと、もう一点は、一昨年だったかと思うのですが、ウチダザリガニが非常に財田周辺

にも繁殖をしていると。農業者の方々にしてみたら、早来側あたりに入っていくと大変なこ

とになると。 

そういうことから、私は、やはりそういう駆除作戦に洞爺湖町も全力投球をするべきでは

ないのかなという気がしますので、もし、上げた後のことを考えているのですが、上げた後

には、そういうこの環境問題に対する対策費に積極的に上げていくという考え方があるのか

どうなのか。この２点を伺っておきたいなと思います。 

○議長（大西 智君） 見付庶務課長。 

○庶務課長（見付敬蔵君） まず１点、水上バイクの乗り入れの関係でございます。 

  これにつきましては、議員ご指摘のとおり、今、手元に正確な資料はございませんが、数

年前に騒音の関係等々で苦情が来ていてということで、実は、この水上バイクですとか、湖

畔のキャンプについては、地域住民ですとか観光事業者、観光協会、そこに町も加わっての

協議会を設けてございます。その中で、毎年キャンプなり水上バイク、こういった形で今年

度は実施していくというような議題で協議を毎年させていただいております。 
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  その中で、騒音等々の問題があれば、それに対して対処をしていくというような積み重ね

で現在、洞爺地区では運営をされているところであります。その中で、私も今回、３年目で

ございますけれども、その中で毎年協議をしている中では、自治会の皆さんからもご理解を

いただいて、ただ、湖畔のキャンプ場で夜間、ちょっとうるさいねというような苦情もござ

いまして、それにつきましては、夜間見回りをするというようなことで対処してきていると

ころでございます。 

  水上バイクにつきましては、これまで苦情等については、今までの対策の積み重ねで、苦

情が私には直接聞いていないところではございますが、仮に今年度もまた苦情が来るような

事態になれば、また関係機関と協議をして対策を講じていくような形で進めていきたいなと

いうふうに思ってございます。 

  あと、環境に対しての対処といいますか、経費の増額ということのご質問だったかと思う

のですが、一応、キャンプ場の収入につきましては指定管理者の収入ということで、収入に

なっております。そういったことで、これまで軽微な備品の入れかえですとか、軽微な10万

円以下の施設の改修等につきましては、指定管理者が負担ということで、これまで実施して

きておりますが、町としてもキャンプ場なりそういった自然を楽しむ皆様において、不備が

あるようなことがあれば、これまでも予算をつけて措置していただいて対処してきておりま

すので、地域住民ですとか観光協会なりのご意見をいただきながら、必要な都度、予算化を

講じて対策を処置していきたいなというふうに考えてございます。 

  以上です。 

○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） ウチダザリガニの関係でございますが、これにつきましては、

発見されてからずっとＵＷクリーンというところと、今現在、洞爺湖町、壮瞥町、環境省協

力のもと、洞爺湖町と壮瞥町で財政を負担しながら、来年度からは環境省の補助事業という

ことで、３年間一応、補助をもらうということで、去年、財田のほうにザリガニがいるとい

うことがわかりましたので、その辺の調査を含めて現在やっておりまして、令和２年度につ

いても財田のほうの部分についても捕獲をする事業をということで計上しております。 

今後につきましては、その環境省の補助を活用しながら、当面、そういう川に上がらない

対策ですとか、駆除に努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） ほかに質疑ございますか。 

  議員各位にお願いだったのですけれども、議案に関して関係する部分、また細部について

の質疑ということでお願いしたいと思います。 

  ６番、五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） この財田キャンプ場の条例の改正に関してですが、この指定管理制

度をとっているところでございまして、指定管理者が一方的に価格を変えたいと望んでも、

この条例改正をしないと改定はできないことになっておりますので、それで、いろいろな、

先ほど副町長が言われたような状況の中で、今回、この改定ということで条例変更の提案を
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されているというふうに思いますけれども。 

  この提案理由は、ほぼそうだろうとは理解できるのですが、やはり指定管理者の方のご意

向といいますか、意向がこの価格の中にうまく反映していなければ意味がないということも

ありますし、キャンプで楽しんでいただく方の一番身近にいる方が、いろいろ感じ取ったこ

とが、この価格に反映する、つまり、高すぎてお客さんが来なくなるようでは困るし、余り

消費税が上がっているのに価格が改定されずに、持ち出しだけが多いとかというのも困るし

というような、この辺のバランスが大事だというふうに思いますので、多分、何回かこの改

定に対して、指定管理の方と協議を多分重ねられて決めていると思うのですが、行政として

の立場の意見もあるでしょうが、指定管理者の方の意見がどのように取り込んでいただけた

のか、反映されたのか、その辺の状況がもしわかればお伝えいただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 見付庶務課長。 

○庶務課長（見付敬蔵君） これまでの料金改定の指定管理者の意見を反映しているのか、ど

うかというところのご質問だと思います。 

  実は、キャンプ場、ここ数年１万5,000人をずっと維持してきております。特に、ここ数

年間はブラックアウトですとか、台風ですとか、結構頻繁に来ているのですが、その中でも

１万5,000人をずっとキープしていると。今年度は、まだ集計途中でございますが、１万

8,000人来ているというようなことで、相当、固定客、リピーターが来ているのだろうなと

いうふうに思ってございます。 

その中で、料金改定をすることによって、結局お客様が減ってしまうというようなことに

ならないように、実は、指定管理者とも十分協議をして、さらに道内主要キャンプ場31カ所

の設備と料金設定がどうなっているのだということも資料として、これまで指定管理者と何

回か協議をした結果での料金設定ということでのご承知をいただければなと思っております。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） １番、越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 先ほど議長から指摘されて、この改正には途中で話すのだと思うの

ですが、途中では、この改定には賛成なのですけれども。ただ、改定することによって、そ

れでは伺っておきたいなと思うのです。 

  どのぐらいの価格、財源が確保されるのか。それで、その財源がどのような活用をされる

のかということを最初に言えば指摘もなかったのかなと思って、今、再度質問させていただ

きます。 

○議長（大西 智君） 見付庶務課長。 

○庶務課長（見付敬蔵君） 改定することによって、どれだけ収益が上がって、その収益をど

のように使っていくのかというようなご質問だったかと思うのですが、私もちょっと試算を

してみたところ、今、決算がまだ出ていない中で、31年度の指定管理者の決算、もしくは入

り込みの数字を使って、試算をしてみたところ、約250万円ほどの収益が増加になる見込み

でございます。その中で、約25％のものについては、消費税増額、いろいろな経費の消費税
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増額分がございまして、それに支出されるのが約25％あるかなという形でございます。 

  また、当然、指定管理者としては、人件費の部分で今、働いている方がご高齢というとこ

ろもあって、人数的にも１名ぐらいは増強したいというような希望もあって、計算してみる

と売り上げの高くなった分の大体28％ぐらいの支出が必要かなというふうに想定されます。 

  また、レンタルリースの備品関係も少しずつ入れかえをしたいというような指定管理者の

考えでございます。そこら辺の市場単価を考えますと、大体年間30％ぐらいの経費がかかる

のかなということで、試算をしているところでございます。 

あと、光熱費ですとか燃料費につきましては、少しずつ単価が今年度も上がっているとい

うことなので、こちらについては10％以下ぐらいの支出がふえるのかなというふうには考え

ている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〕 

○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55号洞爺湖町洞爺水辺の里財田キャンプ場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55号洞爺湖町洞爺水辺の里財田キャンプ場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20分といたします。 

（午前１１時０８分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開といたします。休憩前に戻り、始めたいと思います。 

                                （午前１１時２０分） 

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

◎議案第56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56号洞爺湖町水道事業の設置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。 
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○副町長（遠藤秀男君） 議案書10ページでございます。 

  議案第56号洞爺湖町水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてでございます。 

  本改正は、地方公共団体等の損害賠償責任の見直し等に係る地方自治法の一部が改正され

たことに伴いまして、これまでの条項が繰り下げとなったことから、本条例においても繰り

下げ後の引用条項に改めるものでございます。内容等の変更を伴うものではございません。 

  以下、議案説明書によりご説明いたします。説明書14ページになります。 

  洞爺湖町水道事業の設置等に関する条例の新旧対照表でございます。 

  地方自治法の引用条項につきまして、「第243条の２第８項」を「第243条の２の２第８項」

に改めるものでございます。 

  議案書10ページに戻っていただきます。 

  附則でございますが、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。 

  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。 

〔「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56号洞爺湖町水道事業の設置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56号洞爺湖町水道事業の設置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57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57号洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書11ページでございます。 

  議案第57号洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部改正についてでございます。 
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  本改正は、子供子育て支援法及び国の特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準に関する内閣府令の一部が改正されたことに伴う改正でございます。 

  この幼児教育・保育の無償化事業につきましては、昨年10月から既に実施されてございま

して、当町も同時に実施してきているところでございます。その内容につきましては、皆様

ご承知のことかと思います。本来であれば、実施以前の条例改正となりますが、改正内容が

複雑多岐にわたることから、１年以内は内閣府の基準を根拠に実施し、その間に条例改正を

行えばよいということとされていたことから、今回の改正となったところでございます。 

  改正につきましては、議案書11ページから21ページまで非常にボリュームがございます。

また、説明資料の新旧対照表につきましても、15ページから48ページまでと、こちらも非常

にボリュームがございます。説明には非常に時間がかかるということもございますし、本会

議の時間短縮の取り組みも既に実施している事業であることから、あわせまして既に実施し

ている事業ということを考慮させていただきまして、改正の主な概要の説明を持って提案を

させていただきたいと思います。 

なお、概要及び用語の読みにつきましては、事前に常任委員会等を通じまして別紙で配付

してございます。こちらを参考にしていただければなと思ってございます。用語等の整理も

ここでやっているのですが、そのほかには大きくは三つの改正となります。 

  １点目につきましては、無償化に伴う食事提供の費用負担の取り扱いの変更でございます。

食事の提供にかかる費用につきましては、原則保護者が支払うことになりますが、年収360

万円未満相当の世帯及び全所得階層の第３子以降の第１号認定の子供、こちらは保育にかけ

ない３歳児以上のお子さんということになります。それから第２号認定のお子さん、子供、

保育にかける３歳児以上というふうになります。の副食費につきまして、負担を免除するも

のでございます。 

  ２点目は、特定地域型保育事業者等、これは家庭的保育事業者、それから小規模保育事業

所、それから居宅訪問型保育事業所及び事業所内保育事業所を言いますが、町内には事業所

内保育事業所のみがございます。これに関しまして、代替保育の提供にかかる連携施設の確

保義務がございます、これを緩和するものでございます。特定地域型保育事業所等につきま

しては、代がえの連携施設、認定こども園、それから保育所等を言いますけれども、これら

を確保しなければならないとなってございますが、確保が困難な場合につきましては、これ

を猶予するというものでございます。 

  ３点目は、特定地域型保育事業者は、お子さんが卒園した後の受け皿となる連携施設を確

保しておかなければなりませんが、こちらも確保が困難な場合には、猶予するというもので

ございます。 

  内容としては、以上のようなものとなります。 

  議案書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、この条例は公布の日から施行するものでございます。 

  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。 
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○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57号洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。 

  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57号洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第58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58号洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の利用者負担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22ページでございます。 

  議案第58号洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条

例の一部改正についてでございます。 

  本改正につきましては、子供子育て支援法の一部が改正されたことに伴う改正でございま

す。無償化に伴い、支給が給付と定められたことに伴う文言の修正となってございます。 

  議案説明資料49ページ、最後のページになります。同条例の新旧対照表でございます。 

  第３条及び第４条中の「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、第４

条中の「支給認定子供」を「教育・保育給付認定子供」に改めるものでございます。 

  議案書22ページに戻っていただきます。 

  附則でございますが、この条例は公布の日から施行し、令和元年10月１日から適用するも

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） 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58号洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に

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58号洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負

担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59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59号令和元年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算

（第４号）についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書23ページでございます。 

  議案第59号令和元年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第４号）でございます。 

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

億1,158万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ73億3,514万1,000円と

するものでございます。 

  第２条で繰越明許費を定めてございます。地方自治法第213条第１項の規定により、翌年

度に繰り越して使用することができる経費は、第２表繰越明許費によることとしてございま

す。 

  議案書27ページをお開きいただきたいと思います。 

  １番上に、第２表繰越明許費がございます。３点ございますが、１点につきましては、10

款教育費２項小学校費ＧＩＧＡスクール整備事業2,730万円でございます。また、10款教育

費の３項中学校費ＧＩＧＡスクール整備事業で1,774万4,000円でございます。また、10款教

育費４項社会教育費世界遺産４道県共通サイン設置事業461万円でございます。 

  上の２件、ＧＩＧＡスクール整備事業につきましては、国が進めるＩＣＴ環境の整備を図

るＧＩＧＡスクール構想に伴いまして、町内小中学校５校の校内ＬＡＮ等を整備する事業で

ございまして、今回、補正する事業予算を繰り越して事業を実施するというものでございま

す。 

また、１番下の世界遺産４道県の共通サイン設置事業でございますが、このサインにつき
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ましては、共通ということで、道のほうで提示があるのですが、その提示がおくれたことに

伴いまして事業を繰り越すというものでございます。 

それでは、以下、予算の事項別明細書によりご説明を申し上げたいと思います。 

一般会計の事項別明細書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、歳入でございますが、13款１項の１目民生費負担金、高齢者福祉費負担金350万

7,000円の増額でございます。これにつきましては、養護老人ホーム等の老人福祉施設入所

者の増に伴う増額でございます。 

14款１項２目の民生使用料でございます。１節民生使用料で110万3,000円の増額でござい

ます。一般入浴券販売枚数増に伴う増額でございます。 

15款１項１目民生費国庫負担金でございます。１節心身障害者福祉費負担金250万円の減

額でございます。扶助対象者の減に伴う障害者自立支援給付費等の負担金の減額でございま

す。２節の児童福祉費負担金251万2,000円の減額でございます。対象児童数の減に伴う児童

手当負担金の減額でございます。３節の国民健康保険基盤安定負担金75万3,000円の増額で

ございます。保険者支援分の交付決定に伴う増額でございます。 

２項の国庫補助金でございます。１目総務費国庫補助金１節総務補助金206万9,000円の増

額でございます。社会保障・税番号システム整備費補助金でございまして、額の確定による

ものでございます。 

２目の民生費国庫補助金４節のプレミアム付商品券補助金でございます。790万円の減額

でございます。申請者の減に伴う事務費補助金90万円の減、事業費補助金700万円の減と

なっているところでございます。続きまして、５節の社会福祉費補助金でございます。108

万2,000円の減でございます。これにつきましては、アイヌ民族共生拠点施設整備実施設計

並びに本町生活館解体実施設計の額の確定による減額でございます。 

続きまして、４目の土木費国庫補助金でございます。１節道路橋りょう費補助金1,180万

5,000円の減額でございます。橋りょう長寿命化事業の防災・安全社会資本整備交付金の確

定に伴う403万1,000円の減。除雪に係る社会資本整備交付金777万4,000円の減額でございま

す。 

５目の教育費国庫補助金でございます。１節の教育総務費補助金９万円の減でございます。

幼稚園就園奨励費補助金でございまして、額の確定による減額でございます。２節の小学校

補助金でございます。1,365万円の増でございます。先ほど申し上げましたＧＩＧＡスクー

ルの分なのですが、新規事業としまして、公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補

助金でございます。小学校分のＬＡＮネットワーク等の整備よる増額でございます。 

続きまして、６ページ、７ページになります。 

３節の中学校補助金887万2,000円。これも小学校と同様、ＧＩＧＡスクールの整備分の中

学校分の整備に係る補助金でございます。４節の社会教育費補助金でございます。193万

7,000円の減額でございます。施設等の保存整備事業費補助金で額の確定による減でござい

ます。 
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３項の委託金でございます。総務費国庫委託金、３節の選挙費委託金20万3,000円の減で

ございます。参議院議員通常選挙費委託金で額の確定による減でございます。 

16款１項１目の民生費道負担金でございます。２節の心身障害者福祉費負担金125万円の

減額でございます。障害者自立支援給付費等の負担金で、対象者の減による負担金の減額で

ございます。３節の児童福祉費負担金28万1,000円の減でございます。児童手当の負担金で

ございまして、対象児童数の減に伴うものでございます。４節の国民健康保険基盤安定負担

金158万円の増でございます。国民健康保険基盤安定負担金でございまして、保険者支援分

の交付決定による増額でございます。６節の後期高齢者医療保険基盤安定負担金でございま

す。16万1,000円の減額でございます。保険者支援分の交付決定に伴う減額でございます。 

２項の１目民生費道補助金でございます。高齢者福祉費補助金22万9,000円の増でござい

ます。介護保険サービス利用者負担額減免措置事業費補助金でございまして、対象者の増に

よる増額でございます。４節の医療助成費補助金でございます。150万円の減額でございま

す。重度心身障害者医療補助金でございまして、医療費の減に伴うものでございます。 

続きまして、３目の農林水産業費道補助金でございます。１節農業費補助金3,336万3,000

円の減額でございます。畑作構造転換事業補助金でございまして、実施面積の減により71万

7,000円の減。産地パワーアップ事業補助金で、ニンジン選別機貯蔵施設整備事業の入札執

行残に伴いまして、3,264万6,000円を減額するものでございます。２節の林業費補助金でご

ざいます。48万円の減額でございます。未来につながる森づくり推進事業補助金、事業費の

確定による減額でございます。３節の水産業補助金400万円の増でございます。地域づくり

総合交付金でございまして、かご洗い機の導入事業の交付決定に伴う増額でございます。 

続きまして８ページ、９ページになります。 

６目教育費道補助金でございます。１節社会教育費補助金でございます。38万1,000円の

減となってございますが、地域づくり総合交付金でございまして、芸術館の独自企画の事業

の交付決定がまず150万円ございます。それから、貝塚の整備事業費の確定に伴って100万円

の減と、合わせて50万円の増となったところでございます。また、学校支援地域本部事業の

補助金が88万1,000円の減で、交付額の確定により減額をするものでございます。 

８目の商工費道補助金でございます。自然公園等整備事業補助金で367万円の増額でござ

います。森林博物館事業実施設計につきまして補助採択となったことから、追加補正を行う

ものでございます。 

続きまして、３項の１目総務費道委託金でございます。３節選挙費委託金で102万2,000円

の減額でございます。北海道知事・北海道議会議員選挙費委託金で額の確定に伴うものでご

ざいます。 

18款１項１目一般寄附金でございます。１節一般寄附金につきましては1,718万6,000円の

減でございます。ふるさと納税寄附金2,084万9,000円の減。その他の寄附金が366万3,000円

の増により、合わせまして1,718万6,000円の減としたものでございます。 

２目の観光費寄附金でございます。１節観光費寄附金207万1,000円の減額でございます。
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洞爺湖マラソン寄附金の減額分でございます。 

19款１項１目の繰入金でございます。１節繰入金6,100万円の減額でございます。財政調

整基金繰入金を6,000万円減。みんなの基金繰入金を100万円減するものでございます。 

22款１項３目の農林水産業債２節の農業施設整備事業債1,040万円の減でございます。こ

れにつきましては、ニンジン選別機等整備事業の額の確定に伴う減額でございます。また、

４節の水産業施設整備事業債550万円の減額でございます。これにつきましても、かご洗い

機導入事業の額の確定に伴うものでございます。 

10ページ、11ページでございます。 

４項の商工債、１節の商工施設整備事業債390万円の減額でございます。花和の定住促進

住宅建設事業の額の確定に伴う減でございます。２節の観光施設整備事業債20万円の減額で

ございます。文化センターのＬＥＤ整備事業の額の確定に伴う減でございます。３節の過疎

地域自立促進特別事業債80万円の減額でございます。「洞爺の水」ペットボトリング事業の

額の確定に伴うものでございます。 

５目の土木債でございます。１節防災体制整備事業債110万円の減でございます。公用車

購入の執行残を減額するものでございます。５節の公園長寿命化事業債30万円の減でござい

ます。高砂公園のフェンス改修工事入札執行残分を減額するものでございます。 

７目の教育債でございます。１節文化財等保存整備事業債400万円の減でございます。入

江・高砂貝塚保存整備事業の額の確定によるものでございます。２節の学校教育施設等整備

事業債2,250万円の増でございます。いわゆるＧＩＧＡスクール整備事業による増額でござ

います。５節の教育給食施設整備事業債70万円の減でございます。虻田給食センターの屋根

の改修工事の額の確定に伴う減でございます。 

続きまして、歳出でございます。 

12ページ、13ページになりますけれども、２款１項の１目一般管理費でございます。７節

賃金で50万円の減。11節需用費で100万円の増となってございます。これにつきましては、

決算見込みによる増減を計上したものでございます。 

２目の職員福利厚生費、９節旅費で30万円の減でございます。職員研修旅費の執行残によ

る減でございます。 

３目の公有財産管理費、13節の委託料87万3,000円の減でございます。庁舎等の保守管理

委託料66万3,000円の減、用地測量調査委託料21万円の減となってございます。25節積立金

でございます。622万2,000円の減でございます。ふるさと納税寄附金の減による観光開発積

立金165万円の減、みんなの基金への積立金457万2,000円の減となっているところでござい

ます。 

４目の物品集中管理費でございます。11節需用費で97万2,000円の増。14節使用料及び賃

借料で39万9,000円の増でございます。これにつきましても、庁用消耗品、印刷製本費、事

務機器等の借上料の予算不足による増額でございます。 

５目の電子計算管理費でございます。13節委託料29万2,000円の減でございます。ＬＧＷ
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ＡＮ機器更新に伴う執行残の減でございます。14節使用料及び賃借料37万1,000円、就学援

助システム使用料の増額でございます。19節負担金補助及び交付金206万9,000円、これにつ

きましては地方公共団体情報システム機構負担金の額の確定によるものでございます。 

６目の諸費でございます。８節報償費930万円の減、12節役務費28万円の減、13節委託料

200万円の減、14節使用料及び賃借料48万円の減となってございます。これにつきましては、

ふるさと納税寄附金の減に伴う返礼品経費、クレジット手数料、管理業務委託料等の減額で

ございます。 

８目の企画費でございます。８節報償費5万5,000円の減でございます。それから、９節旅

費15万円の減でございます。これにつきましては、決算見込みによる執行残分でございます。

13節委託料20万円の減額でございます。洞爺駅エレベーター設計委託の執行残でございます。

19節負担金補助及び交付金318万1,000円の減でございます。コミュニティバス等の運行補助

金400万円の減。それから、生活路線維持補助金81万9,000円の増となっているところでござ

います。 

14ページ、15ページになります。 

11目の交通安全対策費でございます。９節旅費58万円の減額、また14節で使用料及び賃借

料で12万5,000円の減となってございます。これにつきましては、交通指導員箱根町訪問の

執行残分でございます。また、11節需用費16万6,000円の増でございますが、新規の交通指

導員の方への制服の購入による増でございます。 

４項の２目参議院議員選挙費でございます。１節報酬７万6,000円の減、３節職員手当３

万7,000円の減、９節旅費１万1,000円の減、12節役務費２万6,000円の減、13節委託料５万

1,000円の減となってございます。これらにつきましては、参議院議員選挙費用の確定によ

る執行残でございます。 

また、３目北海道知事・北海道議会議員選挙費でございます。１節報酬で７万円の減、３

節職員手当17万4,000円の減、９節旅費で3,000円の減、11節需用費で６万6,000円の減、12

節役務費で５万1,000円の減、13節委託料で１万8,000円の減、18節備品購入で62万7,000円

の減でございます。これにつきましても、北海道知事・道議会選挙費用の額の確定に伴う残

でございます。 

４目の町議会議員選挙費でございます。１節の報酬で６万5,000円の減、３節職員手当で

12万円の減。 

次のページになります。９節旅費で１万4,000円の減、11節需用費で45万6,000円の減、12

節役務費で92万9,000円の減、14節使用料及び賃借料で１万7,000円の減となってございます。

これにつきましても、町議会議員選挙費用の執行残でございます。 

続きまして、３款１項１目の社会福祉総務費でございます。13節委託料で23万2,000円の

減となってございます。共生拠点施設整備実施設計委託料の入札執行残123万2,000円の減。

それから、一般入浴者の増によるホテル等の入浴利用委託料100万円の増となっているとこ

ろでございます。15節工事請負費118万8,000円の減でございます。戦没者慰霊碑整備工事に
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係る執行残でございます。 

２目の高齢者福祉費でございます。13節委託料28万5,000円の減、14節使用料及び賃借料

11万5,000円の減。これにつきましては、緊急通報システムの設置箇所の減等による執行残

でございます。続きまして、19節負担金補助及び交付金30万6,000円の増でございます。介

護保険利用者等の助成金でございまして、対象者の増に伴うものでございます。20節扶助費

でございます。815万6,000円の増でございます。これにつきましては、老人福祉施設入所者

の増による増額でございます。 

続きまして、３目の心身障害者特別対策費でございます。20節の扶助費500万円の減でご

ざいます。自立支援給付費扶助でございまして、対象者の減に伴うものでございます。４節

の介護保険費、28節操出金239万6,000円の増でございます。介護保険特別会計の決算見込み

に伴う操出金の増でございます。 

５目の社会福祉施設費13節委託料でございます。12万1,000円の減となってございます。

本町生活館の解体実施設計の入札執行残でございます。 

６目の後期高齢者医療費でございます。19節負担金補助及び交付金で1,076万円の減でご

ざいます。療養給付費負担金の額の確定に伴うものでございます。28節操出金85万6,000円

の減でございます。後期高齢者医療特別会計における広域連合納付金の確定によるものでご

ざいます。 

18ページ、19ページになります。 

８目のプレミアム付商品券事業費でございます。７節賃金30万円の減、12節役務費15万円

の減、13節委託料730万円の減、14節使用料及び賃借料15万円の減となってございます。こ

れにつきましては、プレミアム付商品券の交付減により、事務費及び委託料等の減額を計上

したものでございます。交付率につきましては、46.3％となっているところでございます。 

続きまして、３項１目の医療対策費、これにつきましては財源補正でございます。 

２目の重度心身障害者医療助成費でございます。20節扶助費で300万円の減でございます。

これにつきましても、決算見込みによる減を計上したものでございます。 

４項１目の児童福祉総務費でございます。13節委託料で32万円の増。これにつきましては、

インフルエンザの予防接種委託料でございまして、接種者が増となったためでございます。

20節扶助費300万円の減でございます。支給対象児童数の減により、児童手当を減額するも

のでございます。 

２目の児童特別対策費でございます。19節の負担金補助及び交付金35万円の減でございま

す。負担金の確定による児童デイサービス施設等運営費負担金の減額でございます。 

続きまして、５項２目の常設保育所費でございます。11節需用費111万8,000円の増でござ

います。決算見込みに伴いまして、光熱水費39万8,000円、賄材料費72万円を増額するもの

でございます。 

20ページ、21ページになります。 

４款１項の２目予防費でございます。13節委託料322万円の減となってございます。肺炎
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球菌接種者の減に伴う予防接種委託料が67万円の減。受診者の増により基本健診委託料が40

万円の増。受診者減によりがん検診委託料が85万円の減。妊娠届け出数の減により、妊産婦

健康診査委託料210万円の減となっているところでございます。 

２項１目の環境衛生費でございます。19節負担金補助及び交付金で152万8,000円の減でご

ざいます。し尿処理事務委託金の確定、清算による減額でございます。 

４項の清掃費でございます。１目清掃管理費11節需用費で70万円の減。また19節負担金補

助及び交付金で685万円の減となってございます。これにつきましては、ごみ袋の作成費の

執行残による消耗品70万円の減。それから西いぶり広域連合負担金650万円の減。回収量の

減に伴う廃品回収助成金35万円の減を計上したところでございます。 

６款１項２目の農業管理費でございます。19節の負担金補助及び交付金4,444万7,000円の

減額でございます。事業費の確定に伴いましてニンジンハーベスター整備事業補助金14万

6,000円の減、ニンジン選別機等整備事業補助金4,345万3,000円の減、農業用廃プラスチッ

ク資源リサイクル事業補助金13万2,000円の減、畑作構造転換事業補助金71万6,000円の減を

計上したところでございます。 

続きまして、22ページ、23ページになります。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

  まだ説明のほう、恐らくちょっとかかると思いますので、ここで休憩をしたいと思いま

すけれども、遠藤副町長、よろしいでしょうか。説明は午後からということで。お願いし

たいと思います。すいません。 

  それでは、説明のほう、まだちょっと時間が大分かかりそうなので、一旦ここで休憩と

いたします。 

再開を午後１時といたします。 

（午前１１時５８分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午後 １時００分） 

○議長（大西 智君） 午前に引き続き議案第59号の提案理由の説明から行いたいと思いま

す。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） それでは、22ページ、23ページになります。 

  ３目の農業振興費からでございます。７節賃金47万2,000円。それから、19節負担金補助

及び交付金91万5,000円。これにつきましても、決算見込みによる減額でございます。 

４目の畜産振興費でございます。共済費20万1,000円の減、賃金68万8,000円の減。臨時職

員等に係る決算見込みでございます。 

２項１目の林業振興費でございます。19節負担金補助及び交付金で77万9,000円。これに

つきましては、未来につなぐ森づくり推進事業の補助金の確定に伴う減でございます。 
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３項１目の水産振興費19節負担金補助及び交付金626万3,000円の減でございます。それぞ

れ事業費確定に伴う減額で、かご洗い機等導入事業、それから漁業近代化資金利子補給金、

それから漁業系廃棄物処理施設屋根の補修事業の部分を減額したものでございます。 

続きまして、24ページ、25ページでございます。 

７款１項１目の商工振興費でございます。共済費９万円の減、賃金54万8,000円の減、15

節工事請負費410万円の減、19節負担金補助及び交付金７万1,000円の減でございます。地域

おこし協力隊が途中で退職したことに伴う賃金等の減。また、工事請負費では、花和定住促

進住宅での入札執行残を減したものでございます。 

２項１目の観光振興費でございます。委託料53万8,000円、備品購入費27万6,000円、それ

ぞれ減してございます。ペットボトル事業の執行残の減でございます。また、19節負担金補

助及び交付金で380万円の減でございます。洞爺湖温泉観光案内所負担金の180万円の減、ま

た浴衣で彩るまちづくり事業負担金100万円の減。洞爺湖マラソン大会実行委員会負担金100

万円の減を計上してございます。 

２目の観光施設管理費でございます。11節需用費100万円の減でございます。文化セン

ターのＬＥＤ整備の入札執行残でございます。13節委託料21万7,000円、これにつきまして

も管理委託の減でございます。 

それから、３目のジオパーク推進費19節負担金補助及び交付金12万円の減。推進協議会負

担金の確定による減額でございます。 

８款１項１目の土木管理費委託料11万8,000円につきましても、執行残を計上したものの

減でございます。 

２目の車輌管理費でございます。12節役務費で25万円、18節備品購入費で116万5,000円の

それぞれ減でございます。車輌管理に係る手数料、また車輌購入の入札執行残でございます。 

26、27ページでございます。 

２項１目の道路橋りょう維持費でございます。４節共済費の30万円の減、13節委託料の

148万5,000円の減、17節公有財産購入費の76万5,000円の減。それぞれ、公有財産購入費に

つきましては、入江55号線の用地費の確定に伴う減額でございます。それから共済費につき

ましては社会保険料の部分、それから橋りょう等の修繕の実施設計業務で94万6,000円、橋

りょう長寿命化計画策定業務委託で53万9,000円の減としたものでございます。 

３項１目の河川費15節工事請負費で10万6,000円の減。入札執行残の分でございます。 

４項１目の公園及び緑化費11節需用費10万円。これにつきましては、修繕料の減額でござ

います。 

それから、５項１目の都市計画管理費13節委託料で14万3,000円。それから15節工事請負

費で33万円の減。委託料につきましては、景観計画策定委員会の執行残。また、高砂公園フ

ェンスの改修工事の入札執行残を工事請負費で減するものでございます。 

28、29ページでございます。 

６項の２目住宅管理費委託料で20万9,000円の減でございます。保守点検委託料の執行残
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の分を減するものでございます。 

９款１項１目の消防費でございます。19節負担金誉補助及び交付金で526万6,000円の減で

ございます。西胆振行政組合の負担金を同額、減額するものでございます。 

２目の災害対策費１節の報酬費11万9,000円、９節旅費10万3,000円、12節役務費70万円、

18節備品購入費17万5,000円、それぞれ減にするものでございます。防災会議、国民保護会

議の開催減による委員報酬の減。また、費用弁償の減でございます。移動通信用ＩＰ無線導

入に係る通信運搬費、備品購入費の執行残でございます。 

10款の教育費１項２目の事務局費でございます。25節積立金50万4,000円の減。ふるさと

納税寄附金の減に伴う育英資金の基金積立金の減でございます。 

３目の諸費４節共済費73万円、７節賃金38万円、それぞれ減となってございます。教育支

援の賃金等の減額でございます。13節委託料65万円の減。スクールバスの運行委託料の執行

残でございます。19節の負担金補助及び交付金117万2,000円の減でございます。私立幼稚園

就園奨励費補助金の減。また、洞爺地区通学費等助成金で対象者減に伴う30万円の減。虻田

高校を支援する会の補助金の減、60万円を計上してございます。 

30ページ、31ページでございます。 

２項の１目小学校管理費13節委託料で2,730万円の増でございます。これにつきましては、

国が進めるＧＩＧＡスクール整備委託料としまして、町内小学校３校へのＬＡＮ整備等の費

用を計上したものでございます。先ほど、歳入で申し上げてございますが、繰越明許として

実施していきたいと考えているところでございます。14節使用料及び賃借料90万円でござい

ます。事務機器借上料等の減でございます。 

２目の教育振興費20節扶助費26万円の増でございます。対象者等の増に伴う増額を見込ん

でございます。 

３項１目の中学校管理費11節需用費で100万円の増、燃料費の不足によるものでございま

す。13節委託料1,774万4,000円。これにつきましては、小学校と同様に新規事業としてＧＩ

ＧＡスクール整備を町内中学校２校へのＬＡＮ整備等の費用を計上したものでございます。

小学校と同様に繰り越しして事業を実施するものでございます。 

２目の教育振興費20節扶助費で139万1,000円の増でございます。それぞれ対象となる給付

費が増となることから、今回、補正させていただくものでございます。 

４項２目の社会教育奨励費でございます。14節使用料及び賃借料で16万4,000円の減。こ

れにつきましては、施設使用料の執行残でございます。 

３目社会教育施設費の７節賃金119万2,000円、また11節需用費25万円の増。これにつきま

しては、臨時職員賃金の増と燃料費の不足分でございます。また、13節委託料11万円の減で

ございますが、文化交流会館解体の実施設計の入札執行残でございます。 

５目の文化財費15節工事請負費で670万円の減。これは、高砂保存整備工事での入札執行

残でございます。 

続きまして、32ページ、33ページになります。 
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５項２目の体育施設費７節賃金14万円の増、11節需用費40万円の増でございますが、虻田

体育館に係る臨時職員の賃金の増、また燃料費不足分を計上したものでございます。 

３目の教育施設費７節賃金で32万1,000円の減、15節工事請負費で70万2,000円の減。これ

につきましては、給食センターの臨時職員の賃金の分と虻田給食センターの屋根の改修工事

の執行残でござます。 

11款１項２目の利子でございます。23節償還金及び割引料で360万円の減でございます。

利率見直しにより低利に借りかえたことによる減額でございます。 

12款１項１目の給与費４節の共済費で1,400万円の減でございます。中途退職者などによ

る退職手当組合負担金の減額を計上したものでございます。 

13款１項１目予備費でございます。213万1,000円の減額でございます。 

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。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） それでは、５件ほど質問させていただきますが、まず、13ページです。 

  13ページの地域公共交通対策事業ということで、この中で19節の地域公共交通運行補助金

というのを400万円減額していますが、この減額の要因が何だったのかということを説明い

ただきたいと思います。 

  それから、15ページになります。交通安全対策、これは確認ですけれども、交通安全対策

の中で消耗品費16万6,000円とわずかな金額となっているのですが、交通指導員の制服を更

新していただきたいということで、前に議会でも取り上げたことがあったのですが、今回は、

新規の交通安全指導員への制服貸与ということのようなのですけれども、新規だけではなく

て、従来からの交通指導員の方々についても、制服はどのようにされていたのか伺います。 

  それから、その下の選挙の関係ですけれども、特に北海道知事・北海道議会議員選挙また

町議会議員選挙事業なのですけれども、実施されたのは昨年の４月ですよね。なぜ今ごろ、

この補正が出てくるのかなと、ちょっと不思議に思ったものですから。本来ならば、もっと

早い時期に補正されてよかったのではないかと思うのですけれども、なぜこの時期に出てい

るのかということを説明いただきたいと思います。 

  それから、19ページのほうになります。19ページのプレミアム付商品券の事業ですが、こ

れは昨年の10月の消費税増税に伴って、増税対策ということで国の一つの目玉事業として実

施されたわけですが、先ほど説明の中で交付率が46.3％だと。半分も実は交付されていない

と、このような状況なのですよね。その中で、事務費等もかかっているわけですよ。当然、

国からの事業ですから、負担はほとんどないのかしれませんけれども。それにしても、なぜ

これほど少なかったのか。当初から２万円購入すれば２万5,000円分のプレミアムがつくの

だと、5,000円分のプレミアムがつくのだということで、それが３歳未満の乳幼児のいる世

帯、あるいは住民税非課税世帯に対する増税対策だということで言われていたわけですけれ
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ども、ちょっと説明いただきたいのですけれども、例えば、どこの部分で交付率が落ちてい

るのか。３歳未満の乳幼児のいる世帯でどのくらい交付されているのか。それから、住民税

非課税世帯では、どのぐらい交付されているのか。その辺の状況を説明いただきながら、こ

の効果そのものがどうだったのかということについても、行政側としてどういうふうに判断

しているのか、伺いたいと思います。 

  あと、最後ですが、25ページ。観光費の中で、浴衣で彩るまちづくり事業負担金100万円

と減額となっています。以前から説明を聞きましたら、この事業そのものが中止になったと

いうことによる減額だそうですけれども、中止になった要因は何だったのか。この辺の説明

をお願いします。 

○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） まず初めに、13ページの地域公共交通対策事業の中の地域公

共交通運行補助金の400万円の減につきましては、国の補助金の増額によるものでございま

して、上限額が見込んでいたものより上がったというものによる減額補正でございます。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） 14ページ、15ページになります。 

  交通安全対策費の中で、消耗品費の16万6,000円の増額の部分でございますが、この部分

につきましては、令和２年度で新規で２名の方が活動していただけるということで、その部

分の制服の購入代でございます。 

  今現在、指導員をやられている方の制服はどうなっているのかということでございますけ

れども、この部分につきましては、一応、全指導員のほうに確認をとりました。その中で、

今はまだ更新する必要はないということだったので、また要望等あれば、またその都度対応

してまいりたいと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） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） 選挙費でございます。 

  まずもって、北海道知事選挙につきましては、対前年度との清算がございまして、それで

もできれば年内に、12月ぐらいには確定しておりますので、適切に処理していきたいと。 

また、町議選につきましては、補助金等交付金は一切ございません。これらについて、費

用的な問題で看板と衆議院選挙の関係もございまして、今回、三つあったものですから、そ

れらの費用の按分等があります。 

いずれにしましても、年内には、12月ぐらいには清算がついておりますので、適切に12月

ぐらいに減額できれば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） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） プレミアム付商品券事業に係る部分についてでございます。 

  先ほど、交付率46.3％と低迷したというご指摘がございました。なぜ少なかったのかとい

う要因についてでございますけれども、こちらにつきましては、やはり従来型の臨時福祉給



－170－ 

付金との、いわゆる給付型の交付金と違いまして、今回はやはり先にどうしても低所得者の

方々が投資をしなければならない、先に購入をしなければならないというようなところで、

なかなか経済事情等々から、当然、低所得者の方ということになりますので、その辺の中で

なかなか工面することが難しいといったところが、申請あるいは交付の伸びにつながらな

かったのかなというところで、また、金額につきましても２万円から２万5,000円というこ

とで、プレミアム分5,000円ということで、過去にも給付金に関して5,000円といったところ

がございましたけれども、こちらの実績を見ても３万円のときの給付金から5,000円になっ

たときには、おおむね20％近く落ちるというような実績もあったことから、そういったこと

が起因しているのではなかろうかというふうに考えているところでございます。 

  それから、住民税非課税世帯と子育ての部分の内訳といったところであったかと思います。

住民税非課税世帯のほうにつきましては、おおむね1,100件。子育てのほうは、おおむね150

件というところで、子育てのほうは９割以上の方、住民税非課税世帯の方についてが、こち

らが落ち込みましておおむね４割程度にとどまったというようなところでございます。 

  効果というところでございますけれども、当然のことながら消費税の引き上げに伴った形

の中での補塡ということだったものですから、当然ながら購入された方に限ってしまうわけ

ではありますけれども、やはりその経済の下支えといいましょうか、子育ての世帯の方につ

きましては、子育て部分のおむつですとかそういった薬、いろいろなものの購入には資する

ことができたのかなと。 

また、それ以外の低所得者の方につきましても、食料部分だとかいろいろな日用雑貨とか

ございますけれども、そういった部分には何とか地域にお店が少ないながらも、そういった

部分で活用していただいたのかなというようなところで評価しているところでございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 浴衣で彩るまちづくり事業の負担金100万円減額の部分であり

ます。 

  中止の要因というお話ですけれども、一つあるのが、例えば、洞爺湖温泉、海外の方、日

本文化を知るという知的な好奇心が強い方が多く、みずから体験したいという思いで日本旅

行を楽しんでいる方が多くいます。 

  そうした中で、特にふえているのが、やはり個人の観光客の傾向は、やはりそういう事業

を行うことによって、さらなる集客につながるのではないか、浴衣の部分で。そして、この

部分というのは、着つけの体験、それとともに洞爺湖温泉街に和傘のスポット等を置いて、

町を歩いていただけることによって、さらに滞在時間がふえて経済効果が期待できるという

形の中で、計画をしたところであります。 

  ただ、この事業に関しましては、浴衣で彩るまちづくり検討会関係課の方々と集まってい

ただいて、いろいろ協議をしてきたところですけれども、まず一つ問題になったのは、着つ

けをする人、またプレイヤーという部分で誰がするのか。また、和装の部分でなかなかそれ
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をしっかりと着つけをさせる人がいないのではないかと。それとホテル・旅館に来られてい

るゆかたもフロント等にも置いているのですけれども、なぜそれを着ないのかという部分で

も、いろいろと話をしてきたところであります。 

  そうした部分では、ホテルでは着つけができないと。プレイヤーという部分では、できる

ことであれば、町内にいるそういう知識を持った方々にお手伝いということも考えたのです

けれども、常時待っている時間、それとともに着つけをして返していただいた後の洗濯代等

を考えると、やはり経費がかかる部分も入れて難しいものではないかということで、最終的

に苦渋の選択でありましたけれども、浴衣で彩るまちづくり事業に関しては、やはり貴重な

財源でありますので、これを使ってという部分では立派な効果が出せないということで中断

をしたところであります。 

  ただ、一部のホテルによっては、浴衣の部分でもう少し事業をやっていきたいというもの

もありますので、そういうところに関しましては、個々ではありますけれども、協力はして

いきたいと思っているところであります。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 一通り、今、お答えいただきましたけれども、最初にまずお答えいた

だいた地域公共交通の関係ですが、補助金が上限を超えて入ったことによって、その減額を

したという説明でした。以前から地域公共交通の運行にかかわってはさまざまな工夫が必要

だと、もっと町民に周知され、そして利用できるような環境づくりが必要だし、そのための

設備投資も必要なのだろうと思うのですが、例えば、そういったところにこの予算以上に多

くなった事業費を回せなかったのかどうか。ただ当初予定していた事業よりも多くなったと

いうだけで減額するではなくて、例えば、そういった必要な対策に予算を振り向けられな

かったのかどうか。この点について、一つは伺っておきたいと思います。 

  それから、選挙の関係です。今、部長がお答えになりましたけれども、本来12月ぐらいに

はできたのだということですので、本当に年度も終わる時期に１年前の事業が確定して、補

正が出されるというのはちょっと不思議な状況もありました。ぜひ、その辺は、いろいろ行

政側も事務手続等、大変だとは思うのですけれども、こういうふうにもういつやったかわか

らないようなものが突然こう出てくるようではなくて、その都度その都度、適切に予算管理、

執行管理をすべきだということをつけ加えて、改めて指摘をしておきたいと思います。 

  それから、プレミアム付商品券なのですが、今、答えていただきましたけれども、特に、

住民税非課税世帯については執行率が40％だということで、一応ないよりはあったほうが、

それは、子育て世代にとってみてもよかったのだとは思います。ただ、これの実施の、例え

ば募集期間であったり、あるいは実際に商品券を利用できる期間というのも非常に限られて

いましたよね、たしか２月の末まででしたか。そういう意味で言うと、特に所得の少ない

方々、私も知り合いの方で商品券を購入したのと聞いたら、とてもじゃないけれど一遍にそ

れだけのお金を出せないのだということで、結局買わなかったと言うのですよね。だから、
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これは消費税対策と言われているけれども、実際にまとまった金額を支出できるような、そ

ういう世帯というのは、非課税世帯の中では少なかったのだと思うのです。そういう点では、

どれほどこれが意味を成したのか、やらないよりはたしかにやったほうがいいかもしれませ

んが、それにしても、半分にも満たない人たちしか利用できていなかったという辺りの行政

側としての総括をしっかり私はやっていただきたいと。 

もし、こういった同じようなことが、国のほうでまた再び何かやるとなれば、今回のよう

なことを例に取り上げながら、もっと有効な低所得者対策をしてほしいというぐらいのこと

があっていいのではないかと思うのです。そういうような意味での、やはり総括が行政とし

ても必要だったのではないかなというふうに思います。 

  あと、浴衣で彩るまちづくり、私も着つけや和傘やと本当にアイデアとしてはいいのかも

しれませんけれども、やはりそのための準備というか体制づくり、この点がやはりついてい

かなかったということなのかなと思うのです。非常に残念だと思います。 

ですから、いろいろな事業を取り入れるときも、その辺はどのぐらいまで、どこまで実現

性があるのか、必要なスタッフがどこまで確保できるのか、そのようなこともやはりきちん

と考えた上で取り組んでいく必要があるのかなと。 

ただ、国の事業というのは、非常に急で、いついつまでに計画を出してくださいというよ

うなことで、なかなか綿密な準備ができないまま申請しなければならないという状況もあり

ますので、全くわからないわけではないのだけれども、それにしても、やはり十分な準備が

本来は必要だったのではないかと思うのですが、その点について、どういうふうにお考えな

のか、総括的には町長からもぜひお答えいただきたいと思います。 

○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） １点目の地域公共交通の関係でございます。 

  400万円減の部分について、対策に振り向けられなかったのかというところでございます

けれども、国の補助上限額が上がったことによって、国の補助金が多く入ってきたというこ

とで、それが大きな要因なのですけれども、そのほかにも、各コミュニティタクシーとかバ

スとかを運行しているところなのですけれども、その中で実際に運行回数が減になって、減

額になっている部分もございます。 

  その中で、額が確定する期間がちょっとタイトな部分がありまして、スケジュール的にも

なかなかその短期間で工夫をするような対策が、どのようにしていったらいいのかというの

が、なかなか難しいところがございまして、その部分に充てるというのが対策にどういう方

向かというのをしっかり検討して、今後の対策に向けて考えていきたいというところもごい

まして、その期間における対策としては、なかなか難しかったなというところでございます。 

○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） ２点目のプレミアム付商品券の関係についてでございます。 

  議員のほうからご指摘もございました申請期間につきまして、少し２月末ということの中

で、若干、国の示しよりも短いというお話があったかと思います。この部分につきましては、
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当然のことながら、お客様がお買い上げいただいた後に、まず、うちのほうで委託をかけま

した商工会に持っていく。それから、あそこで交付を受けて地域内で、お店で消費をしてい

ただく。そこから今度、商店のほうから金融機関にまた行くというようなところで、相当数

時間がかかるというようなことから、また、その後の国の事業でもございますので、実績を

ゴクヲ要するというようなことの中で、どうしても事務的な部分、行政のほうの事情という

ことにもなりますけれども、何とか最低限このぐらいの事務量ということの中で、調整を図

らせてもらったというような経緯もございます。こうした部分で、確かに申請の部分が少な

いことにもつながり得たのかなというふうに反省もしているところでございます。 

ただ、先ほど、なかなか低所得者の方が金銭的にも工面できなかったというようなご指摘

もいただきましたけれども、券の発行につきましては２万円で２万5,000円ということなの

ですけれども、議員もご承知かと思いますけれども、何とか行政側としての考え方として、

５回に分けて購入ができるようにということで、一括ではなくて4,000円でまずご購入いた

だいて1,000円のプレミアムというようなところで、調整も、もちろんこれはうちの町に

限ったことではないのですけれども、こういった努力の中で何とか皆様に少しでも経済の下

支えになっていただければなという思いで進めてきたところでもございます。 

どこまで言っても国の事業ということもございまして、国の仕様というか要綱になぞらえ

て、我々、事務的に処理しなければならないというところなのですけれども。今後も恐らく

こういったようなことがあろうかと思いますけれども、行政といたしましては、まずその中

でいかに申請をしていただけるような工夫といったところで何とか努力をして、少しでも周

知ＰＲの強化を図りながら、少しでも給付率、申請率を上げていただけるような努力といっ

たものを払う中で、対応していきたいなというふうに思っ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） ただいま議員からご指摘の場面でございますけれども、やはり早急に

整理ができるものについては、事務処理としてきちんとやはりやっていかなければならない

な、改めて職員の関係については、内部で十分で精査してまいりたいというふうに考えてい

ます。 

  また、補助金にしても、あるいはプレミアム付商品券にしても、国との絡みのものがござ

います。特に、プレミアム付商品券については、私ども町の交付率だけの問題ではなくて、

何か聞いておりますと、かなりやはり今回の交付率は低かったと、どこの町も低かったとい

うふうに聞いております。 

  ただ、国の政策として私どもも、先ほど課長も言っていましたけれども、いかにそれを広

めて、そしてご利用していただくか、こういうことに努めてきたわけでございますけれども、

なかなか一般利用者の方にその真意が届いていなかったかなということもございますので、

万が一、こういうふうなことがありましたら、町村会として云々ということよりも、国の定

めた事項でもございますので、何か機会あるごとに、できればこういうふうなものをしても

らいたいというふうなことで、何かの機会にやはり国のほうに申し述べていきたいなという
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ふうに思っております。 

また、浴衣祭の関係でございますが、一生懸命担当のほうも努力をしていただいたわけで

ございますけれども、なかなか条件がそろわなかった。これは、今回やめたわけではなくて、

条件がそろえば、また次年度にでも頑張ってもらいたいなというふうに思っております。

せっかくのいいアイデアでもございます、企画でもございますので、洞爺湖温泉街ににぎわ

いを取り戻していただけるような、また、外国の方に日本の文化を知っていただくためにも

いい機会かなというふうに思っておりますので、ぜひともまた準備を万端にして、チャレン

ジしてもらいたいというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございますか。 

  ７番、千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） ８ページ、寄附金。寄附金の総額が9,880万円の予算なのですが、今

回減額されています。1,925万7,000円、一般寄附金と観光寄附金と分かれていますけれども、

ふるさと納税のほうで2,000万円ぐらい低かったという話を聞いています。このふるさと納

税、子育て支援に充てるというようなことで、町では選定もしていますし、それを目的に

やっていると思います。やはり少ないと、町からの財政負担も多くなるということだと思い

ます。なぜ減ったかの要因をお聞きしたいなと思うのです。 

  それと、歳出の部分で出てくるかもしれませんけれども、同じなのでここで聞きますが、

ホタテがやはりうちは１番かと思うのですが、ホタテの対応はどうなっているのかお聞きし

たいなと思います。 

  それと、25ページの洞爺湖マラソンの100万円の減、これをもう少し教えてください。 

  それと、29ページ、虻田高校の支援金60万円が減額になっています。その辺のところも教

えていただければと思います。 

  ３点、お願いいたします。 

○議長（大西 智君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） ふるさと納税でございます。 

  予算に対しまして、約2,000万円ほど減になってございます。これにつきましては、対前

年度の金額とどう違うかといいますと、やはりそれも合わせましても670万円ほど対前年度

の実績に対しても減になっているところでございます。件数にいたしまして、532件減でご

ざいます。まだ３月若干あるのですけれども、なかなか厳しい予算になっているところでご

ざいます。 

  それで、なぜ減になっているかといいますと、月別に見ますと、対前年に対しまして12月、

１月はほとんど同額なのですけれども、秋口のときの、次の質問にありますホタテの時期で

すとか、こういう時期に９、10、11月というのですが、この辺あたりが大変落ちている状況

で、私ども、このときに災害関係もございまして、首里城の火災なんというのも途中あった

のですけれども、災害関係のほうに寄附が流れているのではないかというふうに考えていま

すけれども、実際は商品的なもので減になっているホタテというのもあります。 
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  ホタテの対応ですけれども、現在、何トンという形で契約してお願いしているのですけれ

ども、皆さんもご存じのようにホタテというのは、対前年度ときには１キロ500円、600円と

いうような価格で、送料を１万円もらった場合の３割制限と総務省のこともございまして、

なかなか厳しい状況になっていると。また、議会でもありましたけれども、水産関係のご質

問もありましたけれども、契約している生産量が全部上がってこないということもあります。

まさか、違うところから買うという話もならないので、どうしても10月ぐらいからホタテを

掲示して、ホームページで募集するのですけれども、ある程度の数になると、うちのほうで

とめてしまうのです。お約束できない部分もあるので、この辺のところが厳しいのかなと。 

  それと、あといろいろな商品、町で宿泊券から何から、最近の１番人気はいくらとかサケ、

こういうものが１番人気にかわって、従来のホタテからかわりつつあるのかなというところ

でございますが、何とかしてこれらのふるさと納税、今現在、皆様も新聞なんかでご存じだ

と思いますけれども、私どもも次年度に向けて本腰というか、おかしな話なのですけれども

相当工夫しておりまして、新たなブロバイダーとの契約等も進めて、４月にもう、すぐ始め

たいというふうに考えておりますので、何とか頑張っていきますので、ご理解をいただきた

いというふうに思っております。 

○議長（大西 智君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与(鈴木清隆君) 観光寄附金207万1,000円の減額でございます。 

この部分に関しましては、洞爺湖マラソンにおいてのクラウドファンディングの募集をし

ております。寄附をしていただいた方に、当日の参加費とともに駐車場を整備したところに

用意するとか、またＴシャツをお渡しするとか、そういう部分での返礼があるのですけれど

も、その部分を当初510万円ほど見ていたところですけれども、実際には302万9,000円入っ

たという形の中での差し引きの部分で減額にさせていただきました。 

また、それに伴ってでありますけれども、このクラウドファンディングの寄附等による町

からの補助金という部分で、洞爺湖マラソン大会実行委員会の交付金が100万円減額になっ

たところでございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 虻田高校への補助金の60万円の減額の理由でございますけれども、

虻田高校の支援につきましては、今年度から大きく内容を変えまして、入学者増を図るとい

うことで入学支援金の助成、それから制服購入費の助成、通学費の助成、それから君の夢応

援プロジェクトの実施ということで、新たな支援策を盛り込んで補助をしたのですけれども。 

その中で、君の夢応援プロジェクトということで虻田高校にいる間に長期の夏休み、冬休

みにどのようなことでもいいですよということで、１年生から３年生を対象にした生徒の夢

を実現するための、選考はあるのですけれども、１件30万円までということで、２件という

ことで予算を組んで、昨年の４月８日に入学式があったのですが、これら私、担当が出向い

て保護者、それから入学生、その他説明をしてまいりました。それで、その後、学校のほう
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からも保護者役員会等で説明をして、何か保護者の皆さんはすごい乗り気だったのですが、

実際に生徒に募集をしたら募集がなかったということで、ちょっと尻込みしたのかどうかわ

かりませんけれども、ただ、これに諦めず、今回その60万円２件分、30万円掛ける２で60万

円落としたことになるのですが、来年度以降もしっかり虻田高校にいたらこういうメリット

があるよと、自分の夢を応援できる、海外短期留学か何かわかりませんけれども、いろいろ

なことにチャレンジできますということでやっていますので、枠をはめていませんので、今

回の減額にめげずに来年度以降もしっかり虻田高校、それから我々教育委員会、それから保

護者へ向かってしっかりＰＲして活用していただくように努めていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「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。 

〔「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59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59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、原案の

とおり可決されました。 

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

◎議案第60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60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４号）についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書29ページでございます。 

議案第60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４号）でござい

ます。 

第１条歳入歳出の予算の補正でございます。 

歳入歳出それぞれ1,140万円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ14億4,976万6,000円とす

るものでございます。 

以下、事項別明細書によりご説明をさせていただきます。 
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明細書の４ページ、５ページになります。 

まず、歳入でございます。 

２款１項の１目保険給付費等交付金でございます。１節保険給付費等交付金普通交付金で

ございます。1,140万円の増。これにつきましては、療養給付費等の増に伴う増額でござい

ます。 

４款１項１目の保険基盤安定繰入金でございます。161万3,000円。また、２節の保険基盤

安定繰入金支援分でございますが、150万6,000円のそれぞれ増となってございます。決算見

込みによる増でございます。 

４目の財政安定支援事業繰入金でございます。１節財政安定化支援事業繰入金264万8,000

円。これにつきましても、決算見込みによるものでございます。 

５目のその他一般会計繰入金、１節のその他一般会計繰入金576万7,000円の減でございま

す。上記の基盤安定繰入金、それから支援事業繰入金等の増に伴う一般会計繰入金の減額を

計上したものでございます。 

６ページ、７ページでございます。 

  歳出でございます。 

  ２款１項１目の療養費19節の負担金補助及び交付金で360万円の増でございます。決算見

込みに伴います一般療養給付費の増額でございます。 

  ２目の高額療養費19節の負担金補助及び交付金で780万円の増でございます。これにつき

ましても、決算見込みによる増額を計上し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） 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60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４号）

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60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４

号）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61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61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４号）についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書32ページでございます。 

議案第61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４号）でござ

います。 

第１条歳出の予算の補正というところでございます。今回は、歳出のみの補正でございま

す。予算総額に変更はございません。 

以下、事項別明細書によりご説明をさせていただきます。 

事項別明細書の３ページ、４ページをお開きいただきたいと思います。 

歳出でございます。 

１款１項の１目の一般管理費、２節給与で32万円、３節職員手当で68万円、４節共済費で

50万円、それぞれの減となってございます。これにつきましては、会計間異動に伴う減でご

ざいます。 

３目の特定環境保全下水道施設維持管理費でございます。11節需用費で60万円の増。これ

につきましては、薬品の購入部分が不足になったことに伴う増額でございます。 

４目の浄化槽設置整備事業費でございます。19節負担金補助及び交付金で145万円の減額

でございます、合併処理浄化槽設置整備補助金の執行残を計上したものでございます。 

  ３款１項１目予備費でございます。予備費としまして235万円を増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61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４号）

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。 
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  したがって、議案第61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

４号）については、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第62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62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４号）についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書34ページでございます。 

議案第62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４号）でございます。 

第１条で歳入歳出の予算の補正でございます。歳入歳出それぞれ2,428万3,000円を追加し、

総額を歳入歳出それぞれ11億1,884万4,000円とするものでございます。 

以下、事項別明細書によりご説明を申上げます。 

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。 

まず、歳入でございます。 

３款１項１目の介護給付費負担金でございます。１節現年度分としまして457万9,000円の

増でございます。介護サービス給付費の増等に伴います増額でございます。 

 ２項１目の調整交付金でございます。621万4,000円、これにつきましては給付費の分によ

る交付見込み額の増でございます。 

 ２目の地域支援事業交付金でございます。１節現年度分としまして、43万6,000円の減で

ございます。予防事業費の利用状況減に伴う減額でございます。 

  ３目の地域支援事業交付金でございます。１節現年度分22万円の減でございます。支援事

業の見込み減に伴う減額でございます。 

  ４款１項１目の介護給付費負担金でございます。１節現年度分440万6,000円の増でござい

ます。介護給付費の増に伴うものでございます。 

  ２項１目の地域支援事業交付金１節現年度分27万3,000円の減でございます。予防事業等

の利用減に伴う減でございます。 

  ３目の地域支援事業交付金１節現年度分11万円の減でございます。支援事業の見込み減に

伴うものでございます。 

  ５款１項１目の介護給付費交付金でございます。１節現年度分746万4,000円の増でござい

ます。介護給付の見込み増に伴う増額でございます。 

  ２目の地域支援事業交付金１節現年度分58万9,000円の減でございます。予防事業及び対

策経費減に伴う計上でございます。 

  ６ページ、７ページでございます。 

  ７款１項１目の介護給付費繰入金でございます。１節現年度分345万5,000円の増でござい

ます。介護給付費の増に伴う部分でございます。 
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  ２目の地域支援事業繰入金１節現年度分27万3,000円の減。それから、４目のその他一般

会計繰入金１節事務費繰入金56万5,000円の減。５目の地域支援事業繰入金１節現年度分22

万1,000円の減につきましては、全て決算見込みによる減額でございます。 

  ２項の基金繰入金でございます。１目介護保険給付費支払準備基金繰入金でございます。

１節も同様でございますが、85万2,000円の増でございます。介護給付費増に伴う基金繰入

金を増額するものでございます。 

  続きまして、８ページ、９ページでございます。 

  歳出でございます。 

  １款２項の２目認定調査費でございます。12節役務費で20万円、13節委託料で30万円の減

でございます。それぞれ減でございます。決算見込みに伴いまして意見書作成に手数料、ま

た認定調査委託料の減額でございます。 

  ２款１項１目の介護サービス等諸費でございます。19節負担金補助及び交付金で2,571万

円の増でございます。居宅介護、地域密着型介護、施設介護サービスの増額、居宅介護計画

給付費を決算見込みにより減額するものでございます。 

  ２項の介護予防サービス等諸費でございます。１目の介護予防サービス等諸費19節負担金

補助及び交付金108万3,000円の増でございます。介護予防サービス給付費、計画給付費の決

算見込み伴う増でございます。 

  ３項の１目高額介護サービス等費でございます。19節負担金補助及び交付金で177万8,000

円の増でございます。これも決算見込みに伴う増でございます。 

  ４項１目の高額医療合算介護サービス等費でございます。19節負担金補助及び交付金で40

万4,000円の減でございます。決算見込みに伴うものでございます。 

  10ページ、11ページでございます。 

  ５項１目の特定入所者介護サービス等費でございます。19節負担金補助及び交付金で52万

3,000円の減でございます。これも決算見込みに伴うものでございます。 

  ６項の審査支払手数料、これにつきましては財源補正でございます。 

  ３款１項１目の一般介護予防事業費でございます。３節職員手当の13万3,000円の減、４

節共済費の25万円の減。これにつきましては、決算見込みによる減。また、８節報償費15万

円の減につきましては、講演会の合同開催に伴う講師謝礼分の減でございます。13節委託料

17万円の減につきましては、脳の教室参加者が減に伴ったものでございます。 

  ２目の介護予防・生活支援サービス事業費でございます。13節委託料で９万6,000円の減。

これにつきましては、介護予防サービス委託料の執行残分でございます。19節負担金補助及

び交付金138万1,000円の減。介護予防サービス負担金で相互事業利用者減に伴う減額でござ

います。 

  ２項１目の包括的支援事業費でございます。４節共済費14万円の減につきましては、共済

組合負担金の決算見込み減でございます。13節委託料26万1,000円につきましては、ケアプ

ランの点検委託料の決算見込みに伴う減でございます。20節の扶助費28万円の減につきまし
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ては、家族介護用品の支給分で12万円の減、成年後見人制度の利用支援事業給付補助が16万

円の減となった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） 今回、令和元年度の介護保険特別会計の補正ということですので、ど

ういう今、状況になっているのかお聞きしたいのですが、補正のこの提案をされるように

なった時期は、多分最近ではなくて、もう少し前の時期だったと思うのですけれども。 

最近、新型コロナウイルス感染症の関係もあって、施設とか在宅介護のサービスが行き届

かなくなってきているという報道などもあって、特に在宅でケアマネージャーなどが派遣で

きないとか、あるいは入浴サービス、当町の場合１件ぐらいあるのかもしれませんが、入浴

サービス等もできなくなっているとかということで、最近のこういう感染症問題で非常に介

護サービスを必要とする人たちがサービスを受けられないという実情が出ているようです。 

今回の補正には、そういったものはほとんど反映されていないと思うのですけれども、こ

れからの、ちょうど今３月ですから、３月末には決算もほぼわかるし、５月には締めるとい

う状況ですので、例えば、そういう状況などが当町に起こっているのか。参考までに、それ

がわかっていれば説明いただきたいと思います。 

○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） コロナウイルスに関連して在宅サービス等に支障が出

ている、そういうご質問でございますけれども、私が聞いているところでは、そのような情

報というのは、私の耳には入っておりません。 

ただ、一部のサービスを提供しているところでは、やはりマスクという、その部分で足り

なくて２日に１回しか交換できないとか、ガーゼを今度は使用していく、そういうような話

は聞いておりますけれども、直接そのサービスにかかわる部分でのお話というのは、伺って

はおりません。 

以上です。 

○議長（大西 智君） ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） わかりました。これからも、こういうことが起きないことをぜひ望む

ことですが、もう一つお聞きまします。 

  ちょうど前年度、年明け前にある自治体ではケアマネジャ－が、要は在宅といいますか、

ケアプランをつくる際にもしっかり面接をして、そしてケアプランもつくるという。あるい

は、家族の方ともしっかりと状況を確認するということをおろそかにしていたところが、自

治体として明らかになりました。例えば、そういった状況というのは、当町の場合は起きて

いない訳ですよね。その辺だけ、ちょっと確認させてください。 

○議長（大西 智君） 原健康福祉センター長。 
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○健康福祉センター長（原 信也君） ケアプラン作成の件で、一部自治体のほうで不備が

あったという件でございます。 

  当町におきましては、ケアプラン作成のときには、必ず家族、本人、面談をさせていただ

いております。その資料に関しては、ケアマネジャーが作成したしますけれども、ほかの介

護職員、ダブルチェックを入れて確認をしておりますので、その辺は十分対応しているとこ

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〕 

○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62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４号）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62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４号）

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 ２時００分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。引き続き、議案を続けます。 

                                （午後 ２時１０分） 

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

◎議案第63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63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３号）についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書37ページでございます。 

議案第63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３号）でござい

ます。 

第１条歳出の予算の補正となってございますが、歳出のみの補正でございます。予算総額
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に変更はございません。 

以下、事項別明細書によりご説明を申し上げます。 

明細書の３ページ、４ページでございます。 

歳出。２款１項１目の簡易水道設備維持管理費でございます。11節需用費で55万2,000円

の増、18節備品購入費で10万円の減、これにつきましては配水管の漏水の修繕による増。ま

た決算見込みに伴います水道メーター購入費の減額でございます。 

 ２項１目の簡易水道建設費でございます。15節工事請負費で20万円の減でございます。大

原地区排水管付設がえ工事の執行残分を減額するものでございます。 

  ４款１項１目の29節予備費でございます。25万2,000円の減でございます。 

  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） 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63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３号）

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63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３

号）については、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第64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64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３号）についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書39ページでございます。 

議案第64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３号）でござ

います。 

第１条、歳入歳出の予算の補正でございます。歳入歳出それぞれ20万3,000円を追加し、

総額を歳入歳出それぞれ１億7,241万4,000円とするものでございます。 
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以下、事項別明細書によりご説明を申し上げます。 

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。 

１款１項１目の後期高齢者医療保険料でございます。１節現年度分で105万9,000円の増で

ございます。決算見込みに伴う増額でございます。 

２款１項１目の保険基盤安定繰入金でございます。１節保険基盤安定繰入金21万3,000円

の減でございます。額に確定に伴う減額でございます。 

  ３目その他一般会計繰入金１節事務費繰入金で64万3,000円の減でございます。市町村事

務費負担金の確定に伴う減額でございます。 

  歳出でございます。 

  ６ページ、７ページをお開きいただきたいと思います。 

  ２款１項１目の後期高齢者医療広域連合納付金でございます。19節負担金補助及び交付金

としまして20万3,000円の増でございます。額の確定に伴います事務費負担金の減、64万

3,000円。また、保険料等の負担金84万6,000円の増額でございます。 

  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64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３号）

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64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

３号）については、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第65号から議案第71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65号令和２年度虻田郡洞爺湖町一般会計予算から議

案第71号令和２年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計予算までを一括して議題といたします。 

  提案理由の説明を一括して求めます。 

  遠藤副町長。 
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○副町長（遠藤秀男君） それでは、令和２年度の予算につきまして各会計予算案を一括して

ご提案を申し上げたいと思います。 

まず、議案書の42ページでございます。 

  議案第65号令和２年度虻田郡洞爺湖町一般会計予算でございます。 

  令和２年度虻田郡洞爺湖町一般会計の予算は次に定めるところによる。 

  第１条、歳入歳出予算の総額をそれぞれ76億108万円と定めるものでございます。 

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

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

ございます。 

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

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

債」によるものでございます。 

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

金の借り入れの最高額は10億円と定めるものでございます。 

49ページをお開きいただきたいと思います。 

「第２表 債務負担行為」でございます。 

ここには、事項としまして洞爺駅エレベーター整備補助金でございます。期間が令和２年

度から令和３年度、限度額を２億1,000万円と定めるものでございます。 

第３表の地方債につきましては、事項別明細書の中でご説明を申し上げるところでござい

ます。 

次に、議案書51ページでございます。 

  議案第66号令和２年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計予算でございます。 

  令和２年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるものところによる、

でございます。 

  第１条、歳入歳出の予算の総額をそれぞれ14億3,546万9,000円と定めるものでございます。 

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

入金の借り入れの最高額は４億円と定めるものでございます。 

  続きまして、54ページでございます。 

  議案第67号令和２年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計予算でございます。 

  令和２年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

第１条、歳入歳出の予算の総額をそれぞれ８億1,829万4,000円と定めるものでございます。 

第２条で、債務負担行為を定めてございます。地方自治法第214条の規定により、債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」によ

るものでございます。 

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

できる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方
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債」によるものでございます。 

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

入金の借り入れの最高額は３億円とするものでございます。 

57ページをお開きください。 

第２表の債務負担行為でございます。 

終末処理場で処理設備更新事業につきまして、令和２年度から令和３年度の期間をもって、

限度額を３億4,200万円とするものでございます。 

第３表の地方債につきましては、事項別明細書の中でご説明を申し上げます。 

  次に、58ページでございます。 

  議案第68号令和２年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計予算でございます。 

  令和２年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによるものでご

ざいます。 

第１条、歳入歳出の予算の総額をそれぞれ11億417万9,000円と定めるものでございます。 

次に、61ページでございます。 

議案第69号令和２年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計予算でございます。 

  令和２年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

第１条、歳入歳出の予算の総額をそれぞれ２億2,144万7,000円と定めるものでございます。 

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

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

債」によるものでございます。 

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

金の借り入れの最高額は5,000万円と定めるものでございます。 

64ページの第２表の地方債につきましては、事項別明細書の中で申し上げます。 

次に、65ページでございます。 

議案第70号令和２年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計予算でございます。 

  令和２年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

第１条、歳入歳出の予算の総額をそれぞれ１億7,246万4,000円と定めるものでございます。 

  次に、68ページでございます。 

議案第71号令和２年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計予算でございます。 

  第１条、総則で令和２年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

  第２条でございます。業務の予定量でございますが、給水個数は3,770戸。年間総給水量

は92万8,100立方メートルです。１日平均給水量は2,543立方メートルと定めるところでござ

います。 

  第３条は、収益的収入及び支出の予定額を定めてございます。収入及び支出は、それぞれ

２億7,020万1,000円とするところでございます。 
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  第４条は、資本的収入及び支出の予定額を定めてございます。 

  次のページ、69ページになりますが、資本的収入では9,360万円、資本的支出につきまし

ては１億4,915万1,000円としてございます。なお、この資本的収入が資本的支出に対して不

足します5,555万1,000円につきましては、過年度分損益勘定留保資金、当年度分の消費税及

び地方消費税資本的収支調整額で補塡するものでございます。 

  第５条は、企業債でございます。起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法

を定めてございます。内容につきましては、事項別明細書の中で説明を申し上げます。 

  第６条は、一時借入金の限度額を5,000万円と定めるものでございます。 

  第７条、議会の議決を得なければ、流用することができない経費を定めてございます。職

員給与費で2,562万8,000円でございます。 

  第８条は、棚卸資産の購入限度額を定めてございます。限度額を1,191万2,000円としてご

ざいます。 

  それでは、令和２年度の各会計予算の概要を説明させていただきたいと思います。 

  別冊で、皆さんのお手元に令和２年度予算書付属説明資料というものがあろうかと思いま

す。これにより説明を申し上げたいと思います。 

  まず、１ページでございます。 

  令和２年度洞爺湖町各会計予算総括表でございます。 

  １番下になります。全会計の予算の総額でございます。総計としまして117億7,228万

5,000円となってございます。前年度比7.8％の増でございます。なお、予算内容につきまし

ては、この後、事項別明細書により説明とさせていただきます。概要についてだけ申し上げ

ます。 

  一般会計につきましては、１番上で76億108万円となってございまして、前年度比7.7％の

増となってございます。この予算総額が増となった要因でございますが、町としましては、

結構大きな事業が重なったことが主要な要因となっているところでございます。 

  ２ページをお開きください。 

  一般会計歳入予算の款項別集計表でございます。歳入の部分でございますけれども、主な

ものだけ説明させていただきます。 

  １款の町税につきましては、前年度の決算見込みなどから前年比で697万円の減としてご

ざいます。なお、先ほど議決いただきました入湯税の超過課税分につきましては、当初では

見込んでいないところでございます。 

  11款地方交付税がございます。これにつきましては、合併に伴います算定がえ措置の終了、

また並びに平成29年度の過大交付分の減額を見込んでございまして、前年度比6,800万円の

減としているところでございます。 

  13款の分担金及び負担金でございます。老人福祉施設入所者の増、農地耕作条件改善事業

の新規事業の増により、９万7,000円の増としているところでございます。 

  15款の国庫支出金は、新規事業としましてアイヌ民族共生拠点施設整備事業を核としたア
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イヌ政策交付金関連事業、森林博物館の新築工事、農地条件改善事業。継続事業としまして

は、最終年度となる高砂貝塚保存整備事業の事業費の増加などにより４億2,711万1,000円の

増となったところでございます。 

  16款の道支出金でございます。昨年度実施しましたニンジン選別機等の整備事業の完了に

伴いまして、２億6,291万4,000円の減となってございます。 

  18款の寄附金につきましては、ふるさと納税寄附金、北海道トライアスロン大会開催に伴

う寄附金などの減額を見込み、前年度比580万円の減としたところでございます。 

  繰入金につきましては、目的基金の活用、また後年度負担の軽減、財源  の補塡のため

財政調整基金から３億円を繰り入れします。また、観光開発基金で660万円、合併地域振興

基金で4,660万円、公共施設等整備基金で5,270万円、みんなの基金で3,170万円などを取り

崩し、合計で２億1,517万9,000円の増となったところでございます。 

  22款町債につきましては、新規事業の増に伴い２億2,060万円の増としているところでご

ざいます。 

  ３ページにつきましては、歳出の款別性質別集計表でございます。 

  この中で、義務的経費と言われております１の人件費が、前年度比で204万6,000円の増と

なってございます。これにつきましては、これまで嘱託職員だったのですが、会計年度任用

職員となりますので、これらが人件費に区分されるということで増となってございます。 

  それから、区分５の扶助費が1,384万7,000円の増。区分９の公債費512万4,000円の増と、

いずれも義務的経費が増となっているところでございます。また物件費、また維持補修費、

補助費等につきましては、減となっているところでございます。 

  ６の普通建設事業費につきましては、前年度比７億9,884万4,000円と大幅な増となったと

ころでございます。 

  ５ページ以降に主な事務事業の内容を記載してございます。その中の新規のものを中心に

主要事業をご説明申し上げたいと思います。 

  この事務事業の１番右側のほうの欄に新規の事業となるものに丸印を付してございます。

また、工事箇所等につきましては、別冊で投資的事業に関する説明資料というのがございま

す。これを参考にしていただきたいと思っているところでございます。 

  まず、総務費でございます。５ページ、12行目、虻田地区コミュニティバス更新というこ

とで、2,257万2,000円を計上してございます。また、その下13行目、洞爺駅のエレベーター

整備補助金7,500万円を計上したところでございます。 

  ６ページになります。１行目、アイヌ民族共生拠点施設の整備事業で２億7,555万6,000円

を計上してございます。 

  それから、７ページ。７行目、新虻田保育所建設工事費基本設計ということで477万4,000

円を計上してございます。 

  それから、８ページになります。８行目、多面的機能支払事業補助ということで、これは

継続でございますが2,317万9,000円を計上してございます。その下、９行目の農地条件改善
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事業。これは、財田地区の用水路整備でございます。3,180万円を計上してございます。ま

た、下から３行目、船浄化用と書いているのですが、これ漁船、頭に「魚」という字をつけ

ていただくとわかりやすいかと思うのですが、漁船浄化用船台整備事業補助金900万円を計

上してございます。虻田漁港の漁船の修理等の際に、陸上に船を上げるのですが、その船台

を更新する事業でございます。 

  続きまして、９ページ、商工費になります。５行目、道の駅とうや湖駐車場整備でござい

ます。道の駅とうや湖の駐車場を拡張する事業でございまして、1,026万3,000円。その下の

下、７行目、駅前海浜地公園整備640万3,000円を計上してございます。その次の行で８行目、

定住促進住宅としまして、旧温泉中学校下の職員住宅１棟４戸がございますが、これを改修

するために2,702万円を計上してございます。１番下の行になります。アイヌ文化体験施設

整備ということで、文化センターと書いてございますが、音響施設等の整備に3,432万円を

計上してございます。 

  続きまして10ページになります。１番上、１行目でございます。森林博物館新築工事２億

8,278万4,000円でございます。それから、土木費でございます。下から７行目になろうかと

思います。虻田地区道路等環境整備事業、これは継続事業でございますが、今年度は高砂地

区の整備を行う予定でございます。次の行、洞爺湖温泉大通り改良工事でございます。大通

り線につきまして、令和２年度から２カ年の事業として、今、考えてございますが、２年度

は7,200万円を計上してございます。それから、次の行で、成香地区排水施設整備事業とし

まして１億円を計上してございます。また、雪寒機械除雪ドーザー８トンと書いてございま

すが、雪寒機械を更新するために2,214万9,000円を計上するところでございます。 

  11ページになります。９行目、民間大規模建築物耐震改修補助事業でございます。これは

継続事業でございまして２億5,978万5,000円を計上しているところでございます。 

  続きまして、12ページになります。１番下になりますかね、高砂貝塚保存整備事業という

のがございます。入江・高砂貝塚館のガイダンス施設の増築と展示の改修、最終年になりま

すけれども、１億4,539万3,000円を計上してございます。 

また、13ページの１行目には、高砂貝塚整備工事としまして、貝塚公園の整備に2,107万

6,000円。一連のこの工事の最終年度となるということでございます。 

次は、特別会計等になります。この資料の16ページからになります。 

特別会計等につきましては、額の説明は省略させていただきまして、総額に対して前年度

の増減の主な理由だけ申し上げたいと思います。 

まずは、国民健康保険特別会計、16ページでございます。前年度比816万2,000円の増でご

ざいますが、これにつきましては、国民健康保険事業費の納付金の増が主な要因でございま

す。 

続きまして、17ページ。公共下水道事業特別会計でございます。前年度比１億3,417万

3,000円の増でございますが、処理場の設備工事、下水道の管路の長寿命化に伴う管路の更

新工事の増が主な要因でございます。ちなみに、新年度では主要な工事としまして処理場設
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備の工事委託。これは虻田下水終末処理場それと洞爺のクリーンナップセンター、両方でご

ざいます。長寿命化計画に基づきます下水道管路の更新、合わせて１億7,800万円を予定し

ているところでございます。 

18ページ、介護保険特別会計でございます。前年度比3,047万9,000円の増でございます。

これにつきましては、保険給付費の増加が主な要因でございます。 

19ページ、簡易水道事業特別会計でございます。前年度比１億2,819万3,000円の増につき

ましては、排水管の付設がえ等が主な要因でございますが、新年度では、主要工事としまし

て大原地区の排水管の付設がえ、それから同じく排水管の付設がえで豊浦洞爺線の防雪柵の

工事に伴うもの。また、排水管の付設工事としまして成香地区、排水管ポンプ増設としまし

て予定してございまして、合計で１億2,770万円ほど計上しているところでございます。 

続きまして、20ページでございます。後期高齢者医療特別会計でございます。前年度比

1,092万6,000円の増でございます。広域連合納付金の増が主な要因でございます。 

21ページ、企業会計、水道事業会計でございます。収益的収入及び支出、前年度比1,056

万4,000円の予算減につきましては、給水収益の減に伴う減水及び浄水費の減額が主な要因

でございます。資本的収入及び支出では、それぞれ予算額が異なりますけれども、企業債償

還金の増が主な要因でございます。新年度の主要工事としましては、洞爺湖温泉大通り線で

の排水管付設がえ、それから高砂地区での排水管の付設がえ、上水道施設監視制御設備更新

等で合計9,370万円ほど予算計上したところでございます。 

以上、各会計一括して予算の提案を申し上げます。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。 

  ここでお諮りをいたします。 

  本案については、議長を除く全議員による予算審査特別委員会を設置し、これに付託して

審査をすること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、本案の各会計予算については、議長を除く全議員による予算審査特別委員会

を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。 

  ここで、正副委員長の選出のため、暫時休憩といたします。 

  特別委員会を開催していただき、正副委員長の互選をお願いいたします。 

（午後 ２時４２分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、休憩前に戻し、再開をいたします。 

                                （午後 ２時５３分） 

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

○議長（大西 智君） ただいま予算審査特別委員会が開催され、正副委員長が決定しました

ので、ここでご報告を申し上げます。 
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  予算審査特別委員会委員長には、板垣議員。副委員長に五十嵐議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 ２時５４分） 
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