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

◎開会の宣告 

○議長（大西 智君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、洞爺湖町議会令和２年４月会議を開会いたします。 

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） 

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

◎人事異動による管理職挨拶 

○議長（大西 智君） ここで、４月１日付で町の人事異動により昇格された管理職方々がお

られますので、一言ご挨拶をお願いしたいと思います。 

初めに、佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） ４月１日付で総務部長に就任しました佐野でございます。町や全

国の状況をしっかり踏まえ、スピード感を持って職責を果たしてまいりますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。（拍手） 

○議長（大西 智君） 若木経済部長。 

○経済部長（若木 渉君） ４月１日付で経済部長に就任いたしました若木でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

今、コロナウイルスの関係で全国に緊急事態宣言が出されている大変な状況でございます

けれども、この困難を乗り越えるべく、一生懸命尽力してまいりたいと思いますので、どう

ぞ皆様方のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。（拍手） 

○議長（大西 智君） 高橋洞爺総合支所長。 

○洞爺総合支所長（高橋秀明君） ４月１日付で洞爺総合支所長を拝命いたしました高橋でご

ざいます。職責を全うできるよう頑張りますので、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いい

たします。（拍手） 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 同じく４月１日付で総務課長を命じられました高橋と申します。

町を元気にするため、全力で取り組んでまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。（拍手） 

○議長（大西 智君） 仙波企画防災課危機管理室長。 

○危機管理室長（仙波貴樹君） ４月１日付で企画防災課危機管理室長を命ぜられました仙波

と申します。町民皆様の安心して安全に暮らせるまちづくりのため、ここにおられる皆様方

にご指導いただき、職責を全うできるよう努めてまいりますので、よろしくお願いいたしま

す。（拍手） 

○議長（大西 智君） 藤岡税務財政課長。 

○税務財政課長（藤岡孝弘君） 同じく４月１日付で税務財政課長を命ぜられました藤岡でご
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ざいます。大変厳しい財政状況ではございますけれども、しっかりと努めてまいりたいと思

いますので、どうぞご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。（拍手） 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） 同じく４月１日付で健康福祉センター長を命ぜられま

した金子と申します。よろしくお願いいたします。 

現在、新型コロナウイルスの関係で、町民皆様の不安を少しでも解消できるような、やわ

らげられるような助言を行っていければいいと考えております。皆様のご指導をよろしくお

願い申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

○議長（大西 智君） 田仁観光振興課長。 

○観光振興課長（田仁孝志君） ４月１日付、経済部観光振興課長及び洞爺湖温泉支所長を拝

命いたしました田仁と申します。 

まずは、この新型コロナウイルス感染症対策に全力で力を注ぎ、地域、町民、各事業所、

そして、そこで従事されている方々とこの国難を乗り切り、収束後、一刻も早く復興できる

よう職務を果たしていきたいと思っております。議員の皆様のご指導をどうぞよろしくお願

いいたします。（拍手） 

○議長（大西 智君） 兼村庶務課長。 

○庶務課長（兼村憲三君） 同じく４月１日付で洞爺総合支所庶務課長を命ぜられました兼村

と申します。住民の方々と対話を進めながら、そしてしっかりコミュニケーションを進めな

がら、この難局を、町政をしっかり進めていきたいというふうに思っております。若輩者で

はございますが、どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） ４月１日付で管理課長、それから給食センター長を拝命しました

末永と申します。職責を果たすべく努めてまいりたいと思いますので、ご指導、ご鞭撻のほ

どよろしくお願いいたします。（拍手） 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。 

○社会教育課長（角田隆志君） ４月１日付で社会教育課長を拝命いたしました角田でござい

ます。皆様のご指導をいただきながら、社会教育の推進に努めてまいりたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

○議長（大西 智君） 以上で、管理職の方々からの挨拶は終わります。 

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

◎町長発言 

○議長（大西 智君） 町長から発言の申し出がありますので、これを許します。 

真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、世界中を震撼させております新型コロナウイルス対策についてで

ございますが、洞爺湖町のこれまでの対応、そして、これからの対策等について、町の考え

方の一端をご説明させていただきます。 
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洞爺湖町では、これまで商工会、観光協会、旅館組合等々の意見交換、要望を受け、特に

観光産業、飲食業において、厳しい状況下に直面しているお話をお伺いしてきました。 

また、これまで国の支援策などが示されてきましたが、融資を受けても将来は返さなけれ

ばならないなど、なかなか利用しづらいなどとのご意見もいただいておりました。 

感染がこれほどまで長期にわたると、経済対策をしっかり対応しなければならないことか

ら、今回第一弾として、新型コロナウイルス対策に向けた洞爺湖町の経済支援を含む補正予

算を計上させていただいております。 

住民や事業者の皆様への具体的な対策といたしまして、マスクや消毒液、体温計といった

備品の購入、一般家庭用及び事業者、事業用の町内全ての上下水道料金の２カ月分の免除、

店舗の賃借料や温泉使用料の減免措置に対する助成などについて、実施することといたしま

した。特に、上下水道につきましては、全ての家庭にこの新型コロナウイルスの影響があっ

たことを勘案して、早急な支援策として全世帯を対象にいたしました。 

さらに国の支援策として、特別定額給付金や子育て世代への臨時特別給付金についても、

早急に対象の方々へ行き渡るようスピード感を持って取り組んでいくため、町の取り組みと

あわせた総合的な対応窓口を一元化した専門部署を設けることとしております。 

今後につきましても、国や北海道と連携し、感染症蔓延の防止、住民と事業者への支援に

取り組んでまいりたいと考えております。 

なお、緊急事態宣言の長期化も見据え、さらなる支援策も検討していかなければならない

と考えております。さらに、収束に向かった際には、各産業の振興に全力を注いでまいりた

いと考えております。 

４月17日に町民の皆様へメッセージを出しておりますが、外出自粛と３密を避ける取り組

みを引き続きお願い申し上げておりますので、議員各位におかれましても、ご理解、ご協力

のほどよろしくお願いを申し上げます。 

以上でございます。 

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

◎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、２番大久保議員、３番篠原議員を

指名いたします。 

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

◎諸般の報告について 

○議長（大西 智君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

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

  ここで、議会運営委員会の所管事務調査の報告を願います。 

  千葉委員長。 

○議会運営委員会委員長（千葉 薫君） おはようございます。 
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それでは、議会運営委員会からご報告申し上げます。 

  所管事務調査報告書。 

  令和２年４月27日、洞爺湖町議会議長、大西智様。議会運営委員会委員長、千葉薫。 

  本委員会は、所管事務調査のため、次のとおり委員会を開催したので、その結果を報告し

ます。 

  記。 

  １、調査事項。洞爺湖町議会令和２年４月会議の運営について。 

  ２、調査日。令和２年４月24日金曜日。 

  ３、出席委員でございます。私のほか、下道副委員長、越前谷委員、立野委員、五十嵐委

員であります。 

  ４、委員外としまして、大西議長、板垣副議長に出席をいただいております。 

  ５、説明員としまして、遠藤副町長に説明をいただきました。 

  ６、結果でございます。地方自治法第102条の２第７項の規定に基づく洞爺湖町議会令和

２年４月会議の開議請求に伴い、本委員会を開催し、議会運営のための所要の協議を行い、

その結果は次のとおりであります。 

  会議期間について。４月27日、１日間。 

  審議日程について。４月27日、本会議。 

  なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取り組みとして、次のことを決定いたしま

した。 

議場内では、議員、職員の全員がマスクを着用することとし、入室前に手のアルコール消

毒を行うこととする。議会の傍聴は行わないこととする。行政報告については、朗読を省略

することとする。質疑及び回答を完結に行い、時間の短縮を図ることとする。 

以上でございます。どうぞご協力のもと、お願い申し上げます。 

○議長（大西 智君） 以上で、諸般の報告を終わります。 

  会議の審議日数は本日１日を予定しておりますので、議事運営にご協力をお願い申し上げ

ます。 

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

◎行政報告について 

○議長（大西 智君） 日程第３、行政報告を行います。 

  町長並びに教育長からの行政報告は、お手元に配付のとおりでありますので、これでご了

承願います。 

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

◎報告第９号の上程、報告、質疑 

○議長（大西 智君） 日程第４、報告第９号専決処分の報告についてを議題といたします。 

  報告を求めます。 

  遠藤副町長。 
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○副町長（遠藤秀男君） 議案書の１ページになります。 

  報告第９号専決処分の報告についてでございます。 

  洞爺湖町税条例等の一部を改正する条例を専決処分してございます。 

  ２ページが専決処分書になります。令和２年３月31日付で専決処分してございます。 

  ３ページが、洞爺湖町税条例等の一部を改正する条例でございます。 

  改正の趣旨でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が令和２年３月31日に公布

されたことに伴う条例改正でございます。 

  改正の主な内容でございますが、何点かございます。 

  １点目が個人町民税における寡婦控除について、未婚のひとり親への適用を拡大するもの

でございます。２番目に、相続等がされない土地について、使用者がいる場合にその使用者

に固定資産税を課税できる制度の追加でございます。３点目としまして、たばこ税の課税標

準、軽量葉巻きたばこというのがございますが、この換算の見直しをしてございます。４番

目に、利活用されていない居住用、事業用以外の低価格の土地売買について、譲渡所得から

一定の控除を追加するものでございます。５点目としまして、法人税に係る連結納税制度の

グループ通産制度への移行についてでございます。６点目が、肉用牛の売却による事業所得

に係る町民税の課税特例がございますが、これを延長するものでございます。７点目、元号

を平成から令和に修正するものでございます。８点目としまして、法律改正に伴う引用条項

のずれの修正を行うものでございます。 

  以下、議案説明資料の洞爺湖町税条例新旧対照表によりご説明をいたしますが、時間の関

係もございまして、改正内容のうち寡婦控除の未婚のひとり親への適用拡大、それと相続不

明の土地の使用者に固定資産税を課税できる制度の追加の２点に絞り、説明をさせていただ

きます。 

説明資料の１ページをお開きいただきたいと思います。 

  34条の２、所得控除におきまして、総所得金額が48万円以下の扶養する子がいる場合にお

きまして、死別、離別した女性に対する特別寡婦控除と男性に対する寡婦控除について、未

婚のひとり親についても適用し、ひとり親控除として統一するものでございます。また、控

除の要件としまして、合計所得金額が500万円以下となります。さらに、本人と事実上婚姻

関係と同様の事情にあると認められる者がいないことが加えられます。 

次に、４ページをお開きいただきたいと思います。 

第54条でございます。固定資産税の納税義務者等についてでございますが、固定資産税の

納税義務者につきましては、原則として登記上の所有者となっていますが、相続等がされな

い所有者不明の土地につきまして使用者がいる場合に、その使用者を所有者とみなして固定

資産税を課税できる制度を追加するものでございます。 

飛びまして、８ページになります。 

74条の３、現所有者の申告で町が使用者を所有者として通知した後に、使用者に申告書の

提出を義務づけるものでございます。 
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75条では、申告をしなかった者に対する罰則規定を整備してございます。 

以上が２件の説明となります。 

  議案書に戻っていただきまして、10ページをお開きいただきたいと思います。 

  附則がございます。 

第１条の施行期日でございますが、令和２年４月１日からの施行としますが、次の各号に

掲げる規定につきましては、当該各号の定める日から施行するものでございます。 

  （１）第１号では、たばこ税に係る課税標準の第１条の改正に係る規定につきまして、令

和２年10月１日からの施行。 

  （２）の第２号では、寡婦及びひとり親控除に関連する改正規定について、令和３年１月

１日からの施行。 

  第３号は、第２条改正に係る規定のうち、たばこ税の課税標準を改正する規定を令和３年

10月１日からの施行。 

  第４号は、法人税に係る連結納税制度のグループ通産制度へ移行について、令和４年４月

１日からの施行。 

  第５号は、未利用の低価格の土地の売買に係る譲渡所得の特例について、土地基本法等の

一部を改正する法律附則第１項第１号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年１月１日施

行としたものでございます。 

  第２条は、 延滞金に関する経過措置、第３条は町民税に関する経過措置。 

11ページになりますが、第４条は法人町民税に関する経過措置、第５条は固定資産税に関

する経過措置。 

12ページになります。第６条、第７条は、町たばこ税に関する経過措置を定めてございま

す。 

  第８条及び第９条では、それぞれ元号の改正を行っているものでございます。 

  以上、ご報告を申し上げます。 

○議長（大西 智君） 以上で、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、税条例の74条の３の関係でちょっとお聞きしたいのですが、

自治体による調査において所有者が明らかにされない場合、使用者に対しても固定資産税を

課税することができるというこの条例の中で、現在どのくらい所有者がわからない、そうい

う固定資産といいますか、土地、家屋等があるのか。 

それと、この条例が実施された場合に、どのくらいそれが改善されていくのか、ちょっと

その見通しだけ教えていただけませんか。 

○議長（大西 智君） 藤岡税務財政課長。 

○税務財政課長（藤岡孝弘君） 固定資産のただいまの質問でございますけれども、令和２年

度の当初の賦課段階での状況を申しますと、今回の改正の該当となり得る土地、または家屋
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の所有者の件数につきましては、町内に22件が該当するものでございます。 

町としましては、昨年度、この22件につきましては、定期で現地調査というものを実施し

ておりまして、今回の改正に当たると思われる物件については、現在のところ該当はないと

しているところでございます。今後、新たにもし相続人等が不明で所有者不明となっている

土地または家屋があり、また現地調査の結果、現に使用していると認められるケースがあれ

ば、今回の改正の趣旨に沿って、適切に対処してまいりたいというふうに考えているところ

でございます。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） つまり所有者がわからない中で、現に使用していない場合には課税で

きないと。使用していれば課税対象になるけれども、この条例でいけば使用者に対してとい

うことですから、使用していないということで結局課税の対象にならないということでいい

でしょうか。 

○議長（大西 智君） 藤岡税務財政課長。 

○税務財政課長（藤岡孝弘君） そのとおりでございます。 

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。 

  以上で、報告第９号専決処分の報告についての報告を終わります。 

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

◎報告第10号の上程、報告、質疑 

○議長（大西 智君） 日程第５、報告第10号専決処分の報告についてを議題といたします。 

  報告を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書14ページになります。 

  報告第10号専決処分の報告についてでございます。 

  洞爺湖町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分してございます。 

  15ページが専決処分書となります。令和２年３月31日付で専決処分してございます。 

16ページが洞爺湖町国民健康保険税条例の一部を改正する条例でございます。 

  改正の趣旨でございますが、国民健康保険税の軽減判定基準の緩和により、納税者の負担

軽減を図るものでございます。 

以下、議案説明資料の洞爺湖町国民健康保険税新旧対照表により、ご説明をいたします。 

50ページをお開きいただきたいと思います。 

  第23条、国民健康保険税の減額でございます。 

第２号の５割軽減判定所得の加算額を「28万円」から「28万5,000円」に改めます。第３
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号の２割軽減判定所得の加算額を「51万円」から「52万円」に改めるものでございます。 

  51ページ、附則の第12項及び第13項、長期譲渡所得短期譲渡所得に係る国民健康保険税の

特例については、土地基本法等の一部改正に伴う特別控除の追加に伴う条文の整理でござい

ます。 

  議案書16ページに戻っていただきます。 

附則になります。 

施行期日は令和２年４月１日。ただし、附則第12項及び第13項の規定については、土地基

本法等の一部を改正する法律附則第１項第１号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の

１月１日から施行するとしております。 

２号の適用区分につきましては、改正後の洞爺湖町国民健康保険税条例の規定につきまし

ては、令和２年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民

健康保険税については、なお従前の例によるとしてございます。 

  以上、報告を申し上げます。 

○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） これで質疑を終わります。 

以上で、報告第10号専決処分の報告についての報告を終わります。 

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

◎報告第11号の上程、報告、質疑 

○議長（大西 智君） 日程第６ 報告第11号専決処分の報告についてを議題といたします。 

  報告を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書の17ページでございます。 

  報告第11号専決処分の報告についてでございます。 

  令和元年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第５号）を専決処分してございます。 

  18ページが専決処分書となります。令和２年３月31日付で専決処分してございます。 

19ページが令和元年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第５号）でございます。 

  第１条で、歳入歳出それぞれ3,259万2,000円を増額し、総額を73億6,773万3,000円として

ございます。 

  以下、事項別明細により説明を申し上げたいと思います。 

  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。 

  １款町税、１項町民税、１目個人でございます。現年度課税分で、所得割を徴収率の向上

などによる決算見込みの増に伴い、2,890万円を補正してございます。２目の法人でござい

ます。同じく現年課税分510万円の減額でございますが、法人税割でございまして、大型ホ
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テルの一部休業などによる決算見込みの減でございます。 

２項１目の固定資産税でございます。現年課税分1,060万円の増額でございます。家屋に

つきまして、当初見込みより決算の見込みが増となったためでございます。 

３項２目の軽自動車税でございます。同じく現年課税分77万円を決算見込みにより、増し

てございます。 

４項１目の町たばこ税、現年課税分670万円の減でございます。これにつきましても 決

算見込みでございます。 

５項１目の入湯税でございます。決算見込みにより100万円増額してございます。 

  ２款地方譲与税、１項１目の自動車重量譲与税でございます。752万1,000円の増でござい

ます。交付額の確定に伴うものでございます。 

６ページ、７ページでございます。 

２項１目の地方揮発油譲与税144万6,000円の減額でございます。これも交付額の確定でご

ざいます。 

  ３款１項１目の利子割交付金36万4,000円の減、これにつきましても交付額の確定でござ

います。 

  ４款１項１目の配当割交付金56万9,000円も同様でございます。 

  ５款１項１目の株式等譲渡所得割交付金につきましても109万4,000円、交付額の確定でご

ざいます。 

  ６款１項１目の地方消費税交付金1,536万4,000円の減額でございますが、交付額の確定で

ございます。地方消費税交付金分が1,979万8,000円の減、社会保障財源交付金が443万4,000

円の増となってございます。 

７款１項１目のゴルフ場利用税交付金でございます。これも交付額の確定により48万

3,000円の増でございます。 

８ページ、９ページになります。 

  ８款１項１目の自動車取得税交付金でございます。これも交付額の確定により108万4,000

円の減でございます。 

  ９款１項１目の環境性能割交付金でございます。これも確定に伴い337万2,000円を減額し

てございます。 

  10款１項１目の地方特例交付金でございます。これも確定により218万1,000円の増でござ

います。 

それから、２項１目の子ども・子育て支援臨時交付金でございますが、昨年10月以降幼児

教育、または保育料の無償化に伴う保育料相当分が国から交付されるものでございます。

997万4,000円を増額してございます。 

  11款１項１目の地方交付税でございます。522万2,000円増、これにつきましては特別交付

税が予定より522万2,000円増となったものでございます。 

  18款１項１目の一般寄附金でございます。226万2,000円の減でございます。元年度の寄附
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金額が確定したことに伴うものでございます。それから、２目の観光費寄附金につきまして

も同様に、確定に伴いまして113万円の減額でございます。 

  22款町債、１項町債、３目農林水産業債でございます。110万円の増額でございます。農

道整備事業債でございまして、花和１号線道営農道整備の事業費の負担金が確定したもので

ございます。 

  続きまして、10ページ、11ページでございます。 

歳出でございます。 

  ２款総務費、１項総務管理費、３目公有財産管理費でございます。積立金で68万4,000円

の減となってございます。観光開発基金積立金が196万8,000円、特定目的基金積立金が265

万2,000円の減となってございます。６目の諸費につきましては財源補正でございます。 

また、６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費につきましても財源補正でござい

ます。 

  13款１項１目の予備費3,327万6,000円を増額してございます。 

  以上、ご報告を申し上げます。 

○議長（大西 智君） 説明を終わります。 

これから、質疑を行います。質疑はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  以上で、報告第11号専決処分の報告についての報告を終わります。 

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

◎同意第５号教育委員会の任命について 

○議長（大西 智君） 日程第７、同意第５号教育委員会委員の任命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24ページになります。 

同意第５号教育委員会委員の任命についてでございます。 

下記の者を教育委員会の委員に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

記としまして、住所が虻田郡洞爺湖町洞爺町53番地３。 

氏名が岡本里佳さんでございます。 

昭和43年７月29日のお生まれでございます。 

以下、議案説明資料53ページに記載がございますので、こちらで説明をさせていただきた

いと思います。 

略歴でございます。 

学歴につきましては、平成３年３月に小樽商科大学商学部を卒業されてございます。職歴
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につきましては、以下の記載のとおりでございます。 

公職歴につきましても記載のとおりでございますが、一番下、平成28年５月から令和２年

５月までの任期で洞爺湖町教育委員会の教育委員として活躍をされているところでございま

す。 

団体歴につきましても記載のとおりでございます。 

岡本さんの任期が５月17日までとなってございます。教育に関する高い見識がございまし

て、今後も教育委員として活躍をいただきたいという思いから、再任の同意議案を提案する

ものでございます。なお、岡本さんは法律で定められております保護者から任命される委員

となります。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから質疑を行いますが、確認程度の質疑といたします。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。 

  ここでお諮りをいたします。 

本案は、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、同意第５号教育委員会委員の任命についてを採決いたします。 

この採決は、起立によって行います。 

本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

〔起  立〕 

○議長（大西 智君） 起立全員です。 

したがって、同意第５号教育委員会委員の任命については、同意することに決定いたしま

した。 

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

◎議案第72号洞爺湖町国民健康保険条例の一部改正について 

○議長（大西 智君） 日程第８、議案第72号洞爺湖町国民健康保険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25ページになります。 

議案第72号洞爺湖町国民健康保険条例の一部改正についてでございます。 

洞爺湖町国民健康保険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。 
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本改正は、新型コロナウイルス感染症に感染したこと、または感染が疑われる症状があら

われたことにより療養し、労務に服することができない被保険者で給与の支払いを受けてい

る者に対して、一定期間に限り傷病手当金を支給するためのものでございます。 

改正は、条例の附則に次の６項を加えるものでございます。 

第６項では、対象者と対象日数を定めてございます。給与等の支払いを受けている被保険

者が新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等の症状があり、その感染が疑

われて療養のため労務に服することができないときは、労務に服することができなくなった

日から起算して、３日を経過した日から労務につくことを予定していた日数について、傷病

手当金を支給するものでございます。 

第７項は、支給額を定めてございます。傷病手当金の額は１日につき直近の継続した３カ

月間の給料等の収入の額の合計額を就労日数で除して、得た金額の３分の２に相当する金額

とするものでございます。 

第８項は、適用期間でございまして、支給を始めた日から起算して１年６カ月を超えない

ものとしてございます。 

26ページになりますが、第９項、第10項及び第11項は、給与と傷病手当間の調整を定めて

いるものでございます。 

附則でございますが、交付の日から施行し、傷病手当金の支給を始める日が令和２年１月

１日から同年９月30日以後の規則で定める日までの間に属する場合に適用するものとしてご

ざいます。 

以上、ご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。 

  これから質疑を行います。質疑はありますか。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 今回の国民健康保険条例の一部改正案について、ちょっと何点か質疑

をさせていただきたいと思うのですが、一つは、これ３月10日付で厚生労働省の保険局国民

健康保険課の事務連絡を見ますと、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に、

傷病手当を支給する市町村に対して、支給額全額について国が特例的な財政支援を行うとい

う、こういう事務連絡がありましたが、その事務連絡の中で対象者として扱っているのが、

別途という形で別に述べているのですが、被用者のうち新型コロナウイルス感染症に感染し

た者、または発熱等の症状があり感染が疑われる者とだけ明記しています。ところが、この

条例案を見ますと、給与等の支払いを受けている者に限定した内容になっています。その点

はなぜなのかということについて一つ伺いたいのと、それから、国保加入者の給与支給を受

けている人というのは一体どのくらいいるのかと、国保加入者の中での何割程度、あるいは

何人程度が給与支給を受けているということになるのかということです。 

それで、国の財政支援の対象者は国保加入者内のうち、給与等の支給を受けるパートやア

ルバイトや家族的経営での労働者となっているわけですが、国保加入者のうちのどの程度い
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るかということを二つ目にお聞きします。 

それから、そうすると対象にならない人たちも出てきます。支給対象とならない人たちは

どういう人たちなのかと。例えば、家族専従者、あるいは事業主、そして事業主の中には農

業者の方々も含まれていると思うのですが、対象とならない方々はどういう人たちなのかと、

その点についてまずお聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） ただいまのご質問に回答したいと思います。 

まず、３月26日の参議院厚生労働委員会で、厚生労働省の保険局長も対象範囲の拡大は市

町村長の判断で可能と答弁されているところでございますが、対象者等を拡大することは差

し支えないということとなってございます。それで、超える部分は国による財政支援の対象

とはならず、その全額は保険者の負担とするとされているところでございます。 

今回の措置につきましては、国において健康保険法に準じた被用者に限定して、感染拡大

防止の観点から緊急的、特例的な措置として財政支援を行うとされたことを受け実施するも

のでございまして、洞爺湖町としてもこの国の考えに基づいて実施するものでございます。 

なお、被用者の中には農業、漁業などの事業専従者もこの傷病手当金の対象とされている

ところでございます。 

２点目、その国保加入者の被用者は何人いるかというご質問でございますが、令和２年１

月現在の人数でございますが、国保加入被保険者は2,307人、うち被用者、給与収入等があ

る方は1,051人となっており、被用者が被保険者数に占める割合は45.6％となってございま

す。 

３点目、対象外となる方はどういう方かというご質問でございますが、まずは農業、漁業、

あとは自営業の事業主、この方が対象外となると思われているところございます。 

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） 国は国会の答弁でいえば、この給与所得者以外についても対象外とし

ていいのだと、それは自治体の判断だと、だけれども、超える部分については国は支援しな

いと、こういう非常に中途半端な支援の中身になっているということで、そうなると今説明

ありましたように、農業者や漁業者で事業主の方については、コロナに感染した場合であっ

たとしても、この傷病手当の支給の対象にはならないということですよね。本当にコロナ対

策を真剣に考えるならば、こういう人たちにも同じように傷病手当が支給されるべきだと思

うのですけれども、その点では、例えば町としては拡大する考えがなかったのかどうかと改

めて伺いたいと思いますし、この点でちょっとどんなふうに検討されたのか、緊急を要する

とはいえ、やはりこういう職業の方にとってみても、コロナの感染によって事業が継続でき

ない、そのために生活も困窮していくということになるわけですから、せめて傷病手当を

しっかり支給するということが必要なのではないかと思うのですが、いかがですか。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 
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○副町長（遠藤秀男君） 国民健康保険におきまして、今、議員おっしゃったように、個人事

業主等への制度の拡大というのは、私どももあってしかるべきかなというふうには思ってい

るところでございますが、やはり内情といいますか、労務管理の状況であったり勤務日数で

あったり、実際の給料等に相当する部分というのがなかなか判断が難しい。非常に基準が

個々それぞれに全て違ってくるというふうに考えてございます。この制度自体、国保の中に

以前からあったものなのですが、そういう判断の難しさから全国的にもこれを実施している

ところがないというふうに理解してございます。 

今回もそれを踏まえて、国のほうは緊急的に進めた事業でございますので、私どもも国に

準じた形で進めさせていただきたいというふうに思ってございます。 

○議長（大西 智君） ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） とりあえず傷病手当という制度が、この国保の中に盛り込まれるとい

う点では前進だと思います。ただ、非常に対象が極めて狭くて、本当に困窮する人たちを救

えるかといえば、そういう状況になってきていないというところも改めて指摘させていただ

きたいと思うのです。 

それで、この傷病手当というのは国の指針では９月30日までとなっていますけれども、こ

の延長は可能なのかどうかということと、それからこの国民健康保険にかかわって、例えば、

医療保険制度の対応として政府は緊急経済対策の中で、市町村に国民健康保険税の免除等を

行うよう求めています。その場合の保険料の収入の減少分、国が全額手当するというふうに

言っているわけですから、免除等の対象は実際に当町の場合、具体的な対応というのは考え

ているのかどうかということもあわせてお聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） まず１点目の延長でございます。ここに附則にも書いてございまし

たが、一応９月30日が一定の期限というふうになってございます。その後に以後の規則に定

める日までというふうにしてございます。これは９月30日で本当に終わるかどうかわからな

いということで、その後の延長を意図したものというふうにご理解いただきたいなと思って

ございます。 

あと、国民健康保険税の減免でございますが、これは国のほうの指導もございますので、

その指導に沿った形でしっかりと実施していきたいというふうに考えてございます。 

○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。 

これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第72号洞爺湖町国民健康保険条例の一部改正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72号洞爺湖町国民健康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73号洞爺湖町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

○議長（大西 智君） 日程第９、議案第73号洞爺湖町後期高齢者医療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27ページになります。 

議案第73号洞爺湖町後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてでございます。 

洞爺湖町後期高齢者医療に関する条例の一部改正する条例を次のように定めるものでござ

います。 

これにつきましても、国民健康保険と同様に、新型コロナウイルス感染症に感染したこと、

または感染が疑われる症状があらわれたことにより、療養し労務に服することができない被

保険者で、給与の支払いを受けている者に対して一定期間に限り、傷病手当金を支給するた

めに改正するものでございます。 

なお、支給につきましては、運営主体であります北海道後期高齢者医療広域連合が行うも

のでございます。 

それでは、改正内容につきまして、新旧対照表によりご説明を申し上げたいと思います。 

議案説明資料の56ページ、一番最後になります。 

第２条で、洞爺湖町において行う事務でございます。 

第８号を第９号とし、第７号の次に第８号として広域連合条例附則第５条の傷病手当金の

支給に係る申請書の提出の受付を加えるものでございます。 

議案書27ページに戻っていただきまして、附則でございます。 

公布の日から施行し、傷病手当金の支給を始める日が令和２年１月１日から９月30日以後

の規則で定める日までの間に属する場合に適用するとしてございます。 

以上、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73号洞爺湖町後期高齢者医療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73号洞爺湖町後期高齢者医療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５分といたします。 

（午前１０時５４分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午前１１時０５分） 

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

◎議案第74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74号令和２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） 議案書28ページになります。 

  議案第74号令和２年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第１号）でございます。 

  第１条で、歳入歳出それぞれ９億8,032万円を追加し、総額を85億8,140万円としてござい

ます。 

  今回の補正予算つきましては、新型コロナウイルス感染症対策に係る予算となってござい

ます。町としましての対策予算のほか、国が行う住民１人当たり10万円を支給する特別定額

給付金及び児童手当に１万円を上乗せする子育て世帯臨時特別給付金についても計上してご

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、一般会計の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。 

  15款国庫支出金、２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金でございます。５節としまして、

特別定額給付金補助金でございます。全住民対象で一律10万円を支給する事業に対しまして、

国からの補助金を計上してございます。８億7,531万6,000円、内訳としまして事務費補助金
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が1,531万6,000円、事業費補助金が８億6,000万円となってございます。歳出予算の全額を

計上しているところでございます。６節の子育て世帯臨時特別給付金補助金でございます。

800万4,000円でございます。事務費補助金が64万4,000円、事業費補助金が736万円としてご

ざいます。これにつきましても、歳出予算の全額を計上しているところでございます。 

  19款１項１目の繰入金でございます。9,700万円を財政調整基金繰入金から繰り入れする

ものでございまして、町独自の対策事業の財源として繰り入れするものでございます。 

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。 

  13款１項１目の予備費でございます。58万7,000円を減額してございます。 

続きまして、14款新型コロナウイルス感染症対策費でございます。ここにつきましては、

事業内容、事業経費を明確にするために、新たに款を設けてございます。この款を目で生活

支援対策費、衛生対策費、経済対策費の３目に分けて計上しているところでございます。 

まずは、１項１目の生活支援対策費でございますが、９億2,192万円を計上してございま

す。右側のほうを見ていただきたいと思います。 

１の特別定額給付金事業でございます。これにつきましては、国の事業で一律10万円を給

付するものでございます。１節から13節まで事務費でございまして、合計で1,531万6,000円

を計上してございます。このうちの12節電算システム改修委託料800万円計上してございま

すが、実はまだ委託料の額が定まってございません。そのために概算で計上させていただい

ているところでございます。18節の特別定額給付金につきましては、３月末の住基人口が

8,590人となっていることから、８億6,000万円を計上させていただいたところでございます。 

２の子育て世帯臨時特別給付金事業でございますが、これは１回だけなのですが児童手当

に   支給の児童手当に１万円を上乗せするものでございます。３節から11節までは事務

費でございまして64万4,000円を計上してございます。18節の給付金でございますが、現在

の対象者が736人となっていることから、736万円を計上させていただいております。 

この二つの事業につきましては、国の事業でございます。国の補正予算の成立見込みが４

月30日となっておりますが、事業を早く進める必要があることから、本補正予算案として計

上させていただいております。実際にいつころから手続が開始されるかということでござい

ますが、まずはやっぱりシステムの改修ができないことには事業が進んでいきません。その

改修日をもってすぐに進めたいと思っておりますが、遅くても５月末には第１弾として皆様

のお手元に10万円が支給できるような対策をとっていきたいというふうに考えているところ

でございます。 

続きまして、３の児童会特別運営事業でございます。これにつきましては、学童保育の会

計年度任用職員の報酬でございまして、60万円、今現在学童保育を学校の休校等に伴いまし

て、平日午前から開設してございます。これに伴う報酬を上乗せしたものでございます。 

それから、４の水道事業会計・簡易水道事業特別会計繰出金事業でございます。2,540万

円計上してございます。水道事業会計に2,200万円、簡易水道事業特別会計に340万円となっ
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てございます。これにつきましては、一般家庭用の水道料金につきまして、５月請求分、５

月請求分といいますと３月25日から４月25日まで使用した分になります。それと６月請求分、

４月25日から５月25日まで使用した分、この２カ月分につきまして、全額を免除するという

ものでございます。その全額につきましてそれぞれの会計に一般会計から支出するものでご

ざいます。 

５の公共下水道事業特別会計繰出金事業でございます。1,260万円の計上でございます。

下水道使用料につきましても水道と同様の免除を行い、その額を特別会計に支出するもので

ございます。 

続きまして８ページ、９ページになります。 

２目の衛生対策費でございます。298万7,000円を計上してございます。右側のほうを見て

いただいて、予防対策事業としまして消耗品、医薬材料費、備品購入費を予定してございま

す。消耗品につきましては、マスク等を中心に購入させていただきたいと、医薬材料費につ

きましては消毒薬、備品購入費につきましては非接触型の体温計等を計上させていただいて

おります。 

３目の経済対策費でございます。5,600万円の計上でございます。右側、商工支援対策事

業として1,600万円を計上してございます。12節で店舗等賃貸料助成業務委託料でございま

す。10万円を限度に１カ月分の家賃を補助するというものでございまして、170件程度見込

んでございます。この事業は商工会への委託事業という形で進めさせていただきます。現在

商工会と詳細を詰めている段階でございまして、これにつきましても、５月中旬申請受付を

目指して今作業を進めていこうというふうに考えているところでございます。 

続きまして、２の観光支援対策事業でございます。 

温泉使用料の減免支援補助金800万円でございます。ホテル等の５月、６月の２カ月分の

温泉使用料につきまして、洞爺湖温泉利用共同組合が全額免除するとしてございます。その

２分の１程度につきまして、町から組合のほうに補助をするという内容でございます。 

３の水道事業会計・簡易水道事業特別会計繰出金事業の1,800万円、それから４の公共下

水道事業特別会計繰出金事業の1,400万円、これにつきましては一般家庭用と同様に、町内

の全事業所に係る業務用区分の水道料金、下水道使用料につきまして、５月請求分及び６月

請求分の２カ月分を全額免除するものでございまして、それぞれの会計に免除額を支出する

ものでございます。これによりまして、国の事業を除く町独自の対策事業費は、合計で

9,778万7,000円となっているところでございます。 

  以上、ご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。 

  これから、質疑を行います。質疑はありますか。 

  ６番五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） それでは、まず新型コロナウイルスの感染症対策費の関係で質問さ

せていただきます。 
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過日、全員協議会でもご説明ございましたけれども、その対応をするために組織化し、対

策室を設置するということがございました。科目ごとにそれぞれの中身をしっかり対応する

ための組織が設置されるということでございますが、この設置については、私はやっぱりき

め細かな対応をする上では組織化することは正解といいますか、いいのかなというふうには

思っておりますけれども、中身がちょっとわからない部分がございますので質問させていた

だくわけですが、この感染症の対策本部がもう既に設置されておりますので、対策本部の役

割と対策室の役割の住み分け、権限と言ったらいいのでしょうか、この辺をちょっと説明を

していただきたいということが１点です。 

  それと、なかなか収束を見ないこの感染症でございますけれども、多分無期限に、無期限

と言ったら変ですが、特に期限を定めずに設置をしているということでございますけれども、

特に設けてはいないにしても、おおむねどれぐらいの期限を予測して対策室を設置したのか

どうかということ。 

  もう１点は、特に住民生活支援の業務の中で、相談窓口ということがうたわれております

けれども、当然この本庁舎に窓口がつくられるかと思うのですが、電話等の問い合わせなら

いいのですが、この時節ですから直接お会いして説明を受けるというのは避けるべきなのか

どうかわかりませんけれども、そういうことがもしあるとしたら、洞爺地区や温泉地区の窓

口相談にどんな対応を考えているのか、その辺について３点、まず対策室の設置についてお

伺いいたします。 

それともう１点ですが、予防対策事業でマスクと体温計等の購入が予定されていますが、

今現在なかなかマスクや消毒液が手に入らない状況の中で、購入の見通しがあってこの予算

立てをされているのか。それと、このマスクや消毒液は別数量がこの金額をはじきだしてい

ると思うのですけれども、どのぐらいの量を確保しようとしているのか、この点についてお

伺いをいたします。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） １点目につきまして、私のほうから答弁させていただきたいと思い

ます。 

  今回、特別対策室を５月１日付で設けることといたしました。対策室は室長、課長職でご

ざいますが、含めて４人で体制を組んでいきたいというふうに考えてございます。 

議員おっしゃいましたように、相談窓口の一本化というものが一つなってございます。私

の中では、対策本部があるということで、対策本部とこの室との役割分担というお話かなと

いうふうに思ってございます。 

対策本部につきましては、早急な事案について町長を本部長としてございますので、その

中でしっかりと決定をして、それをすぐに実施に移していくという考えでございます。この

対策室につきましては、さまざまな感染症保健対策であったり、また経済対策等含めまして

しっかりと調整を含めてそういう計画づくり、調整をする室というふうに考えてございます。 

さらには、そういう計画であったり、調整を庁内各課と連携を進めていかなければいけな
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いもですから、それらを踏まえて実施の中心となっていただくというふうに考えているとこ

ろでございます。 

ただ、感染予防のほうにつきましては、その対策については、これまでどおり健康福祉セ

ンターのほうで実施していきたいということでございます。 

いつまでの期限かというお話でございますけれども、これにつきましては、いつまでとい

うのは今のところまだ定めてございませんけれども、早いうちに収束すればそれに合わせて

という形になろうかと思いますが、まず一定のめどとしましては、来年３月までの対策室設

置を考えているところでございます。 

また、あわせまして、産業振興課のところの下に対策室というのを設置するわけでござい

ますけれども、事務をする場所としましては、別室を今予定しているところでございます。

そこでしっかりと対策を図っていきたいなというふうに考えてございます。 

  洞爺地区、洞爺湖温泉地区につきましては、ちょっと対策室のまたその先というまではな

かなかなりませんので、それぞれの温泉支所長、洞爺湖温泉支所長、また洞爺総合支所と連

携しながら、しっかりと進めさせていただきたいというふうに考えているところでございま

す。 

○議長（大西 智君） あともう１点、金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ４番目のマスクと、あと体温計等の状況なのでござい

ますけれども、議員おっしゃいますとおり、今現在品薄状態、またなかなか物がないという

ことで、報道等がなってございます。ですが、こちらの商品につきましては、保健医療機関

のネットワーク、そういったところを使いまして、健康福祉センターの中で順次必要枚数に

ついて、納品予定の中で注文を進め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すか。 

  １番越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） ページ数は８ページで、目でいくと経済対策費のところで伺ってお

きたいなと思うのですが、いわゆるこの経済対策費ということで5,600万円ほど補正をされ

ているわけでありますが、その内容の詳細については、先ほど副町長の報告でわかっている

のですが、ただ、今洞爺湖町でやった5,600万円の補正内容からいくと、これ１回で洞爺湖

町としての休業補償等々含めて終わるのかどうなのか、まず１点伺っておきたいなと思いま

す。 

それで、いろいろ町の中に入ってみると、観光産業は当然なことに大きな痛手をこうむっ

ているわけでありますけれども、漁業のほうでもいろいろやっぱりホタテの輸出が減少して

いるということも含めて価格の低下に結びついているということで、物理的にやはり漁業者

でも恐らく農業者も、それなりのコロナウイルスの感染等々の関係で大きな痛手をこうむっ

ているではないかなと思うのです。そういう産業に対しても基本的な考え方というのはある

と思いますので、伺っておきたいなと思います。 
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このコロナウイルスの経済対策というのは、これからやっぱり感染防止の経済対策でなけ

ればならないのではないかなという気がするのです。今の状況からいけばこれからもっと

もっと長期戦になるのではないかなという懸念を持っておりますので、その長期戦に向けた

観光事業者に対する救済策といいましょうか、そういったものをやはりもっともっと講じて

いかなければならないのではないかと。 

例えば他町村でいくと、やっぱり道とかの休業補償にプラスアルファして、地元の自治体

が30万円支給するとか20万円支給するとか10万円支給するとかという努力をしております。

洞爺湖町においても、全町においての水道なんかは他町村ではない救済策の一環ではないか

なと思うのですが、くどいようですけれどもこれからもっともっと観光産業を取り巻く環境

というのは極めて厳しくなりますから、それに対して第２弾、第３弾として救済策を講ずる

考えはあるのかどうなのか。 

私は、その救済策を講じるにおいても、財源の確保として、例えば合併したときの預貯金

として観光開発基金というのが現在約6,000万円ほどあるわけでありますけれども、こう

いった財源を活用してもっともっと観光業者やら商工業者が潤うような策を講ずるべきでは

ないのかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今回のこの新型コロナウイルス対策として、町のほうの支援対策の第

１弾として補正予算を提出させていただきました。 

議員おっしゃるとおり、いつ収束するかもわからない。北海道においては第２波が来てい

るのではないだろうかと、５月６日までの緊急事態宣言が政府においても延長しなければな

らないかもしれない。今、そういう事態でありまして、とにもかくにも感染者を出さないと

いうようなのが一番かなと思うのですが、観光産業だけではなく、あるいは漁業、農業、商

工業、これらの対策はこれからもしっかりやはり進めていかなければならないというふうに

思っております。そのために今まで蓄えてきた基金、これの対応も含めて、しっかり対応し

てまいりたいというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） １番越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） わかりました。 

町の考え方というのは、十分今の答弁で理解するわけでありますけれども、なんと言って

も私どもは、我々これはやはり国難であります。やはり洞爺湖町におきましても、町難であ

るという、そういう認識を持ちながら全町民が一丸となって、そしてまたこの会場におきま

して行政も議会も一体となって、この洞爺湖町から一人も感染者を出さないという、そうい

う対策、あるいはまた意識の向上を含めたような、そういう対策というものをやっぱりス

ピード感を持ってやっていかなければならないのではないかと思うのですが、その辺の今後

の感染防止策というものをもう一度伺っておきたいなと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 私どもの町といたしまして、２月26日に対策本部を立ち上げさせてい
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ただきました。それから何回も会議をやっているわけでございますが、その間に当初述べさ

せていただきましたけれども、商工会あるいは観光協会、旅館組合、そしてＮＰＯの団体、

洞爺のまちづくり観光協会等とも含めていろいろなご意見を賜ってきました。私どもの町と

して、今どういうことができるかということを中心に話し合ってきたわけでございますけれ

ども、これからはやはり長期戦になるかもしれないということも鑑み合わせながら、もっと

スピーディーな対策を講じていかなければならないだろうと。 

先ほど副町長が言いました対策本部は対策本部としてのあり方、そして進め方をさせてい

ただきたいというふうに思いますが、今回専門部署を設けさせていただきました。そこには

私ども優秀な職員４名を配置させていただいたところでございますが、対策本部を立ち上げ

たときに実は五つの班をつくっております。 

例えば総務班、あるいは教育班、経済対策班と、こういう班のところがそれぞれの所管す

る課が窓口になって、責任者になっていただいて、今まで進めさせていただいてきました。

こことは必ず連携をとっていかなければならないというふうに思っておりまして、最終的に

は対策本部で決めさせていただきますけれども、そのしっかりした窓口対応、さらに強化す

るために専門部会、特に今国の支援策がいろいろと出ているようでございますが、なかなか

わかりづらい、あるいはなかなか利用しづらい、そして一般の皆様にも今回一律の定額10万

円が付与されますけれども、それだってどういうふうにもらったらいいのだろう、どういう

ふうな手続があるのだろう、そういうこともきめ細かく住民の皆様にわかりやすく、そして

スピード感を持ったものにしていかなければならないというふうに考えております。こうい

うことを専門部署あるいはそれぞれの班の窓口、そして、この対策本部と一体となってとり

進めていかなければならないだろう、そのためにはしっかりした見識を持ちながら、そして

なおかつスピーディーに対応していかなければならないというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございますか。 

５番立野議員。 

○５番（立野広志君） 今回、当町としても独自の支援策を含めた補正予算がようやく提案さ

れたという点では評価するわけですが、その中で、先ほど新型コロナウイルス特別対策室の

設置を行うということも話があったのですが、私も町内回ってみまして、本当に深刻な状況

にきていると痛感します。 

そういう中で、例えば、対策室には住民生活支援とか事業者支援、あるいは感染予防の三

つの分野に分けた相談内容があるのですが、介護サービスなんかにしても実際に事業所が在

宅介護等、訪問介護等などを含めて、やっぱり感染予防の観点から事業を縮小するという動

きが今出てきています。そのために、今までサービスを受けていた方がサービスが徐々に今

受けられなくなってきているという状況なども見受けられるのです。そういう状況に対して

も行政としてしっかりと支援できる体制をとっていかなければいけないと思うのです。その

相談を受けるだけではなくて、町内のそういう福祉や医療や、あるいは雇用状況についてど

うなっているのかということを積極的に調査し、実態を把握するということも必要なのだと
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思うのです。 

全員協議会の中で個別相談窓口に、例えば健康センターへの相談内容であったり、あるい

は融資などの相談受付状況というのも報告されましたけれども、雇調金などについても相談

を受けて申請までいっても、実際にその支給されているかどうかという確認をすると、まだ

ほとんどそういう状況になっていないと。結局書類のそういう煩雑さ、あるいは受付業務が

とにかく混雑してなかなか処理が進まないという状況で、全国的にも雇調金の支給が実は大

変おくれているという状況なので、１カ月や２カ月待っていたら実際に労働者も含めてです

が、生活に困窮していく、もう生活が成り立たないという現状があるのだということを、ぜ

ひ町としても積極的に実態を把握して、その対策を道や国にしっかりと求めるし、町も独自

に取り組む必要があるのだと思います。 

例えば、この中でいえば、会計年度任用職は今回補正予算にまた入れられているのですが、

これまでの会計年度任用職員の給与なのかどうかわかりませんが、こういった状況の中で失

業した労働者を積極的に行政が雇用する、そういうような取り組みの中で、雇用対策として

進めている自治体も今は出てきています。こういったことを当町としてこれからも行うのか

どうか、あるいは実際にそういう計画を持っているかどうかということも含めて、ぜひお答

えいただきたいと思うのです。 

今回の提案については、まず前進面ということで評価したいのですが、まだまだこれでは

足りない。そして、町内の実態をもっとやっぱりしっかりと行政が把握して、細かな支援策

を今後も打ち出していただきたいと思うのですが、いかがですか。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 今回、対策室を設置させていただきまして、町としてのしっかりし

た対応を進めさせていただきたいというふうに思ってございます。 

今お話ありました介護サービス、在宅であったり訪問であったり、職員の皆さんも不安の

中で本当に利用者の皆さんに感染させたらどうしよう、また職員の皆さんに感染したらどう

しようと、そういう中で大変な思いで仕事をされているというふうに思ってございます。医

療の現場も同じような状況かなというふうに思ってございます。 

そういうところにつきましても、単純に全てを対策室でということにはならないかと思い

ます、当然、やはりそれは町全体としてしっかりと取り組む考えを持っているところでござ

います。 

それから、雇調金の申請につきましては、本当に今受付はしているのですが、その事務作

業がかなりおくれているというふうに聞いてございます。また、政府系の融資等につきまし

ても非常に混雑していると、これにつきましても、やはりこれまで想定できないような状況

になっているのだろうなと。実際にその作業をされている方も、本当に日夜苦労されている

のだなというふうに思ってございます。これにつきましても、その努力にも私どもとしては

感謝しているのですが、やはり国がもう少ししっかりとその体制を整えていくということに

つきましては、私どももさらに国等への要望を進めていきたいなというふうに思ってござい
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ます。 

最後に、会計年度任用職員の失業者等への一次的な採用というお話もされましたが、それ

らも含めまして、町としてこれから何が必要なのだと、そういうことをしっかりと町内の実

態把握とさまざまな声を聞きながら、進めていければいいか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） ５番立野議員。 

○５番（立野広志君） 今、報告の説明いただいてちょっと取り組んでいくという意思はわ

かったのですが、具体的なことが何も明らかになっていかないのですが、例えば、この時期、

ホテルなどの休館、あるいは休業、そしてまた事業の廃業など飲食店も含めて、そういうち

またでの話もちょっと今出てきています。特に休館、休業については、これまで働いていた

方々がではどういう扱いになっているのかということも、私はやっぱりちゃんと町として実

態を把握する必要があると思うのです。町内の実態を把握しないで国や道に要望はできない

わけです、現実に。ですから、こういう状況なのだから何とかしてくれということをやっぱ

り強く訴えるためにも、町内のそういう感染予防にかかわって、雇用状況がどうなっている

のかと、事業者の事業の経営状況がどうなっているのかと、売り上げがどのくらい下がって

いるのかと、こういうようなことを含めて、調査もしながらその改善、あるいは対策を道や

国に求めるという積極的な姿勢、そしてその中で町ができることは率先してやっていくと、

本来なら国や道がやらなければならないところもあるでしょうけれども、町がやっぱり率先

してその対策をとりながら、その財源を求めていくというようなことにぜひ私は取り組むべ

きだと思いますが、そういったことを対策室だけでやれとは言いません。当然、町全体とし

てやるわけですけれども、そういう意思を持って行政が取り組んでいくつもりなのかどうか

ということを、改めて伺いたいと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） これまでの私どもの対策本部の中で、また各団体からお聞きしている

ことをもとにしてお話をさせていただきますと、ホテル、旅館に関しては２月、３月で、例

えば一人のお客様に１万5,000円を払っていただいたとしたときに、約10億5,000万円の損失

があるというふうに聞いております。また、商工会の調べでも約80％近く、あるいは90％近

くの売り上げが減少しているところもあるということを聞いております。さらには、この４

月から５月までの間のホテル、旅館で休館をやむを得ずするというところが多数ある、その

お話も聞いております。 

これらの関係については、この間胆振の総合振興局と私ども胆振の首長が集まったときに

もお話をさせていただいております。何とかそれぞれの町の対策に国のほうから支援策を講

じてほしい、いわゆる財政力の弱い町村には、国のほうからしっかりした対策を講じてほし

いということでお願いをしておりますが、各市町村へたしか臨時交付金制度を活用して、そ

こで活用された金額で対応してほしいだとかというお話もありました。がしかし、私どもの

町に仮に１兆7,000億円の金がどの程度来るのかということで試算してみますと、わずか数
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千万円という形になっております。そんな中で、私どもの町として本当に何をしなければな

らないのだと、今、議員おっしゃるとおり、廃業なんていうことになったらとんでもない話

になってしまうと、そこら辺はしっかりこれからも地域の方々とよく話し合いをしながら、

その廃業をいかに食いとめるか、そういうことにも力を注いでいかなればならないなという

ふうに考えておりますが、今現在どれだけの支援策があるんだというのは、いろいろこれか

らも検討しながら町の財政も見極め、そして対応していかなければならないなというふうに

思っております。 

私どもの町も限られた財源の中で今対策を講じていかなければならない。これが国みたい

に赤字国債をどんどん発行してというわけにはいかないという事情もありますので、そこら

辺は議員の皆様のご意見等も拝聴しながら、またご相談をさせていただきながら、進めてま

いりたいというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  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74号令和２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74号令和２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75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75号令和２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31ページになります。 

  議案第75号令和２年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）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補正予算（第１号）は、次に定めるとこ
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ろによるとするものでございます。 

  第１条で、歳入歳出それぞれ20万円を追加し、歳入歳出それぞれ総額を14億3,566万9,000

円とするものでございます。 

  これにつきましては、議案第72号で議決いただきました傷病手当金について予算計上する

ものでございます。 

  以下、事項別明細書によりご説明を申し上げます。 

  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。 

  歳入でございます。 

  ２款１項１目の保険給付費等交付金でございます。保険給付費等特別交付金としまして20

万円でございます。歳出の傷病手当金について全額北海道の負担金として充当することから、

予算化するものでございます。 

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６目の傷病手当金でございます。傷病手当金として20万円を追加するものでござ

います。 

  以上、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） 先ほどの議案第72号の質疑の中で、国保加入者の給与支給を受けてい

る人はどの程度いるかという質問をした際に、1,051名いるというふうにたしかここで答弁

されたと思うのです。ここで言う20万円というのは、これ科目設定程度の金額なのかどうか、

ちょっとその辺だけ確認させてください。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） ただいまのご質問でございますが、今回予算計上させていただい

た内容としては、国から示された積算根拠をもとに計算してございます。それで一応1,051

人の中で３名ということで計算は出ておりまして、その分の費用を見込んでいるところでご

ざいますが、今後当然これで足りることがない可能性も出てくることから、その際には改め

て補正の対応でまた対応していき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） ほかに質疑はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  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〕 
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○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第75号令和２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75号令和２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76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76号令和２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34ページになります。 

  議案第76号令和２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１号）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補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによるとするものでございます。 

  第１条で、歳入予算の補正のみとな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。 

  事項別明細書２ページ、３ページでございます。 

歳入でございます。 

  ２款使用料及び手数料１項使用料１目下水道使用料でございます。現年度分で2,660万円

の減額でございます。一般家庭用、業務用の全下水道使用料につきまして、５月請求分、６

月請求分について全額免除することから、減額補正するものでございます。 

  ５款１項１目の繰入金で同額2,660万円を一般会計から繰り入れするものでございます。

減額分につきまして、一般会計から全額を繰り入れする予算を計上したものでございます。 

  以上、提案申し上げます。どうぞ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。 

  これで質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。討論はありますか。 



－31－ 

〔「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76号令和２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76号令和２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77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77号令和２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） 議案書36ページになります。 

  議案第77号令和２年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）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補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによるとするものでございます。 

  第１条、これにつきましても歳入予算のみの補正となります。 

  以下、事項別明細書によりご説明を申し上げます。 

  明細書２ページ、３ページになります。 

  歳入でございます。 

  ２款使用料及び手数料１項使用料１目使用料でございます。専用給水料現年度分600万円

の減額でございます。これにつきましては、洞爺地区に係る水道料金の一般家庭用、業務用

の５月請求分、６月請求分について、全額免除することに伴う減額でございます。 

  ３款１項１目一般会計繰入金でございます。減額分全額を一般会計から繰り入れするもの

として600万円を計上してございます。 

  以上、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77号令和２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77号令和２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78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78号令和２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38ページになります。 

  議案第78号令和２年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算（第１号）でございます。 

  第１条、令和２年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによるものでございます。 

  第２条で予算、第３条の収益的収入の予定額を次のとおり補正するものでございます。 

  以下、補正予算に関する説明書によりご説明いたします。 

  説明書の最後のページ、３ページをお開きいただきたいと思います。 

  実施計画説明書となってございます。 

  収益的収入でございます。 

  １款水道事業収益、１項営業収益、１目給水収益で、水道料金の3,740万円を減額するも

のでございます。 

また、２項営業外収益、５目の他会計補助金としまして、同額の3,740万円を一般会計か

ら補助金として受けるものでございます。これにつきましても、虻田地区、洞爺湖温泉地区

に係る水道料金の一般家庭用、業務用の５月請求分、６月請求分について全額免除すること

に伴う減額及びその減額分について一般会計から補助金として受け入れるものでございます。 

  以上、ご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。 
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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78号令和２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78号令和２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。 

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

◎散会の宣告 

○議長（大西 智君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

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

  本日は、これをもって散会いたします。 

（午前１１時５９分） 
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