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洞 爺 湖 町 議 会 令 和 ３ 年 ６ 月 会 議 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

令和３年６月１７日（木曜日）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 報告第 ３号 令和２年度虻田郡洞爺湖町一般会計繰越明許費繰越額の報告につ

いて 

日程第 ３ 報告第 ４号 令和２年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計繰越明許費繰

越額の報告について 

日程第 ４ 報告第 ５号 令和２年度虻田郡洞爺湖町一般会計事故繰越し繰越額の報告につ

いて 

日程第 ５ 議案第 ２号 洞爺湖町手数料条例の一部改正について 

日程第 ６ 議案第 ３号 洞爺湖町国民健康保険税条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第 ４号 洞爺湖町介護保険条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第 ５号 令和３年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第２号） 

日程第 ９ 議案第 ６号 令和３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） 

日程第１０ 議案第 ７号 令和３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） 

日程第１１ 議案第 ８号 令和３年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１２ 議案第 ９号 令和３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） 

日程第１３ 議案第１０号 令和３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

１号） 

日程第１４ 議案第１１号 令和３年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第１５ 意見書案第１号 新型コロナ感染症対策の抜本的強化を求める意見書（案）につい

て 

日程第１６ 意見書案第２号 地域医療構想を見直し、実情に応じた医療体制の確立を求める意

見書（案）について 

日程第１７ 意見書案第３号 保健師等の大幅増員・保健所機能の抜本的強化を求める意見書(案) 

について 

日程第１８ 意見書案第４号 地方財政の充実・強化に関する意見書（案）について 

日程第１９ 意見書案第５号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める

意見書（案）について 
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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０２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、６番、五十嵐議員、７番、千葉議

員を指名いたします。 

  ここで、日程には入っておりませんけれども、町長からの発言の申出がありますので、こ

れを許します。 

  真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 昨日まで一般質問を議員各位から賜ってきたところでございますが、

中でも、出てまいりました新型コロナ対策のワクチン接種の件に関してでございますけれど

も、昨日夕方、北海道のほうから、私どもの町で職域接種をしていきたいという申請をして

おりましたが、その許可が下りたという連絡が入りました。今、事務局を洞爺湖町商工会で

担っていただいておりますが、今朝、連絡がありまして、今申込み人数をまとめたところ、

1,200人に達したということで、これから集団接種に踏み込ませていただきたいというふう

に考えております。ただ、私どもの65歳以上、そしてこれから始まる64歳以下の接種と重複

しないような形で医療機関とも調整して、早急にこの事業を進めてまいりたいというふうに

考えております。 

二つ目に、64歳以下の一般接種でございますけれども、来週の中頃から、それぞれ順次接

種券の発布をする予定でただいま作業を進めております。これによりまして、一般町民の方

もいち早く打てるような体制づくり、さらには医療機関とも調整が整いましたので、これも

先ほどの職域接種のほうとバッティングしないような形で、順次進めてまいりたいというふ

うに考えております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

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

◎報告第３号の上程、報告、質疑 

○議長（大西 智君） 日程第２、報告第３号令和２年度虻田郡洞爺湖町一般会計繰越明許費

繰越額の報告についてを議題といたします。 

  報告の説明を求めます。 

  武川副町長。 

○副町長（武川正人君） 議案書の１ページをご覧いただきたいと思います。 
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  報告第３号令和２年度虻田郡洞爺湖町一般会計繰越明許費繰越額の報告についてでござい

ます。 

  地方自治法施行令第146条第２項の規定に基づき、令和２年度虻田郡洞爺湖町一般会計繰

越明許費繰越計算書のとおり報告するものでございます。 

  次ページをお開きください。２ページになります。 

  五つの事業を繰越明許費として、令和３年度に繰り越してございます。表の順に説明をい

たします。 

  ２款総務費１項総務管理費、高度無線環境整備推進事業でございます。町内の光ファイ

バー未整備地区における整備負担金でございます。３億8,673万1,000円を繰り越してござい

ます。 

  ４款衛生費１項保健衛生費、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業でございます。

ワクチン接種に係る諸費用でございます。2,937万6,000円を繰り越してございます。 

６款農林水産費１項農業費、農業基盤整備促進事業でございます。用水路改修工事の起点

変更に伴い、一部を翌年度へ繰り越したものでございます。70万円を繰り越してございます。 

  10款教育費４項社会教育費、高砂貝塚保存整備事業でございます。縄文ロード整備、高砂

貝塚造成工事でございます。627万円を繰り越してございます。 

  14款１項新型コロナウイルス感染症対策費、宿泊商品券発行事業でございます。新型コロ

ナウイルスの蔓延により事業期間を延長したもので1,856万6,000円を繰り越してございます。 

  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。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） ただいま説明いただいた教育費の社会教育費の関係なのですが、今説

明いただきますと、縄文ロード整備ということで、それと併せて貝塚造成工事というふうに

言われたのですが、以前から縄文ロードと言えば、貝塚館から入江の貝塚までの道路の部分

を町としては縄文ロードというふうに使っていたと思うのです。ただ、今説明を聞きますと、

貝塚造成工事と。つまり高砂貝塚のことを言っているのかなというふうに思うのですが、あ

とどういう工事が残っているのか。名称の呼び方と工事の内容について伺いたいと思います。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育参事。 

○社会教育参事（角田隆志君） 高砂貝塚の造成工事でございます。 

  この工事につきましては、高砂貝塚指定地の山側、民有地の境目の少しのり面になってい

るところがございます。のり面につきましては、雨による土の流出が激しくなってきたとい

うことで、この部分に土留めを施していきたいというふうに考えてございます。この部分に

つきましては、指定地内でもありますので、文化庁の許可が必要になります。その許可が遅

れたために繰越しということでさせていただいております。 
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  以上です。 

○議長（大西 智君） ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 最初のほうにお伺いした縄文ロードという呼び方なのですが、これは

先ほども言いましたように、これまでは、入江の貝塚館から入江の貝塚公園までの道路につ

いて縄文ロードというふうに、たしか言っていたはずなのですよ。それが今、説明を聞くと、

縄文ロード整備という形で全体をくくっているような格好なので、なぜこうなったのかとい

うのを説明いただいていないのと。 

それから、以前から隣接する民有地の所有者の方が公園整備によって土砂が流出するとい

うことで随分と町のほうにもその対策を求めてきていたのですが、たしかその対策ができる

というふうになったのはもう随分前、１年ぐらい前だったかなと私は思うのですけれども、

許可にこれほどの期間がかかった理由というのは、もう一つ何だったのか、もう一回伺いま

す。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育参事。 

○社会教育参事（角田隆志君） まず、縄文ロードについてでございます。 

  縄文ロードにつきましては、昨年度に実施する予定ではございましたけれども、世界遺産

の現地審査の実施と重なり、工事発注が見通せない状況となったために、そのまま冬を迎え

ることになりました。今計画しているのは、道路のアスファルトにプリントをするというこ

とで考えておりますので、冬期の工事がどうしてもできないということで、やむを得ず繰り

越したものでございます。 

  それから、高砂貝塚の造成工事についてなのですけれども、これにつきましても、高砂貝

塚の指定地でありまして、所有者との協議を行ってきたところですけれども、文化庁、北海

道も含めまして協議を進めてきたところです。指定地の中ということと、それから景観に配

慮した整備をしなければならないということで、協議に時間がかかったということでござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） よろしいですか。 

  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） これで質疑を終わります。 

  以上で、報告第３号令和２年度虻田郡洞爺湖町一般会計繰越明許費繰越額の報告について

の報告を終わります。 

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

◎報告第４号の上程、報告、質疑 

○議長（大西 智君） 日程第３、報告第４号令和２年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別

会計繰越明許費繰越額の報告についてを議題といたします。 

  報告の説明を求めます。 
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  武川副町長。 

○副町長（武川正人君） 議案書の３ページをお開きください。 

  報告第４号令和２年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越額の報告に

ついてでございます。 

  地方自治法施行令第146条第２項の規定に基づき、令和２年度虻田郡洞爺湖町公共下水道

事業特別会計繰越明許費繰越計算書のとおり報告するものでございます。 

  次のページをお開きください。 

  １款公共下水道費２項下水道建設費、終末処理場汚泥処理設備更新事業でございます。工

事の延長による繰越しでございます。3,900万円を繰り越してございます。 

  以上、ご報告申し上げます。 

○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４号令和２年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計繰越明許費繰

越額の報告についての報告を終わります。 

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

◎報告第５号の上程、報告、質疑 

○議長（大西 智君） 日程第４、報告第５号令和２年度虻田郡洞爺湖町一般会計事故繰越し

繰越額の報告についてを議題といたします。 

  報告の説明を求めます。 

  武川副町長。 

○副町長（武川正人君） 報告第５号でございます。５ページをお開きください。 

  地方自治法施行令第150条第３項の規定に基づき、令和２年度虻田郡洞爺湖町一般会計事

故繰越し繰越計算書のとおり報告するものでございます。 

  次のページをお開きください。 

  ８款土木費２項道路橋梁費、道路改良工事で、洞爺湖温泉大通り線改良工事でございます。

大雪により工事が遅延したため、年度内に事業が完成することが困難となったことから、事

故繰越しとしたものでございます。3,064万6,000円を繰り越してございます。 

  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。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 事故繰越しというのは、本来あってはならないことだし、今説明いた
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だいた大雪によるということではあるのだけれども、なぜこういう事態になったのかという

あたりをしっかりと発注者側としても検証しているのかどうかと、そのことを私はやっぱり

行政側に求めたいなと思うのです。 

例えば、工事の施工に無理がなかったのかどうか。大雪によってその期間の問題はあった

かもしれませんけれども、それにしても、通常の計画として、それがしっかりと監理、行政

側でいえば工事監理ができていたのかどうか含めて、こういったことが起こらないように改

めて行政側としては検証していく必要があるのだと思うのですよね。何が問題で、どうすべ

きだったのかというあたりについての検証は、されているのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 若木経済部長。 

○経済部長（若木 渉君） ただいまの事故繰越しの件でございます。 

洞爺湖温泉大通り線につきましては、昨年度、３月末に工事を終わることができずに年度

をまたいで４月末まで工事期間がかかったというところでございます。 

まず、なぜこういうことになったのかというところでございますけれども、これは、副町

長からの説明のとおり、不測の大雪の部分で、たまたま工事する箇所が、除雪したときによ

けた雪がちょうど山になる箇所が今回メインで施工しなければいけなかった縁石の区間です

とかの部分になりまして、毎日のように除雪をしてからでないと作業が開始できないという

ような状況だったというのが主な要因かなと分析しているところでございます。 

また、発注の時期につきましては、繁忙期を避けた中で、盆明けの発注ということで、当

初の想定の中では十分その中でも工事を終えられるという想定の中でスタートしていたとこ

ろでございましたけれども、先ほど言った要因によりまして、やむなく事故繰越しというこ

とになったというところでございます。 

再発防止に向けましては、今年度また引き続き工事がございますけれども、それにつきま

しては早期発注というところで、今月議会明けには入札を予定してございますので、早期発

注の上、昨年の二の舞にならないようにということで、今準備を進め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） この中身を見ると、全体の予算額5,000万円に対して、実際に工事が

終了した分というのは約2,000万円、残り3,000万円が繰越しという未決済という状況。つま

り工事の半分も、費用で言えばですよ、半分も到達していない中で事故繰越しをしなければ

ならなかったということは、僅かを残して繰り越さざるを得なかったというならまだしも、

当初から非常に工事に無理があったのではないかというふうに感じるわけですが、その辺の

行政の見通しというのか、当然工事を監督するのは行政ですし、監理も含めてしっかり指揮

をしていかなくてはいけないのだろうと思うのですが。 

なかなか冬場はいろいろなことで、今度は除雪とか、イルミネーションとか、そういうこ

とにも関わっていた業者ですので、忙しいのだと思うのですよ。その辺も含めて、さきの説
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明では、除雪後の雪山をよけなければと言っていましたけれども、除雪するのは業者ではな

くて、本来は町ではないですか。町道なのですから。町道の除雪をして、工事ができる環境

を作るのもやっぱり町側の対応ではないのかなと思うのですが、わざわざそれを全て業者に

させるというのも、何かちょっと、こういう対応の仕方はどうなのかなというふうに思うの

ですけれども、いかがですか。 

○議長（大西 智君） 若木経済部長。 

○経済部長（若木 渉君） 今の工事費が半分も残っているのではないかというところのご指

摘でございますけれども、作業の内容自体が、最後に縁石の作業、並べる作業が残っていた

ということで、縁石の部分と、あと舗装工事が当然それに附随して残るということで、金額

的にいいますと、確かに材料費がかさむものですから、工事費としては出来形部分に対して

しか支出できないものですから、そういった部分で費用が多く残ってしまったというところ

でございます。 

  あと、除雪の関係でございますけれども、除雪につきましては、あくまでも除雪を委託し

ている業者については車道部分の除雪をするということで、あと歩道部分については基本的

には直営のほうでやってはいるのですけれども、工事区間については、基本的には受注した

業者のほうで工事の施工区域内については対応していただくということで、これまでも対応

してきているところでございますので、それがちょうど車道部分を除雪するとなると、除雪

のトラックで走ることになりまして、それだと割と勢いがついて走っていくと、どうしても

歩道側のほうに雪を跳ねて除雪していかなければならないということで、そこをのんびり

ゆっくりやっていては、町全体の除雪のほうにも影響していくということでございますので、

それで、よけた雪については、施工業者のほうで対応していただいていたというところでご

ざいます。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございますか。 

          〔「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５号令和２年度虻田郡洞爺湖町一般会計事故繰越し繰越額の報告について

の報告を終わります。 

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

◎議案第２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２号洞爺湖町手数料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。 

  武川副町長。 

○副町長（武川正人君） 議案書の７ページをお開きください。 

  議案第２号洞爺湖町手数料条例の一部改正についてでございます。 

  洞爺湖町手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり定めるものでございます。 
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  本改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一

部改正により、地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードを発行するものとして

明確化されたことに伴い、マイナンバーカードの発行に係る手数料の調整事務について同機

構が主体的に行うこととなったことによるものでございます。 

  新旧対照表によりご説明をさせていただきます。 

議案説明資料の１ページをお開きください。 

表中、現行の別表、第11項、個人番号カードの再交付手数料、第11項－１項、通知カード

の再交付手数料についてでございます。別表中、第11項及び第11項－１を削り、「第12項」

を「11項」とし、13項から第34項までを１項ずつ繰上げ、備考中、「第31項」とあるのを

「第30項」に改めるものでございます。 

議案書７ページに戻っていただきまして、附則をご覧ください。 

この条例は、令和３年９月１日から施行するものでございます。 

  以上、ご提案申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありますか。 

          〔「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２号洞爺湖町手数料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２号洞爺湖町手数料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３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３号洞爺湖町国民健康保険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。 

  武川副町長。 

○副町長（武川正人君） 議案書の８ページをお開きいただきたいと思います。 
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  議案第３号洞爺湖町国民健康保険税条例の一部改正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次のように定めるものでございます。 

  本改正は、令和２年６月の同条改正によって、新型コロナウイルス感染症の影響により収

入が減少した対象者に対し減免の適用措置を行っておりますが、令和３年度においても減免

の適用が行えるよう、条項の一部を改正して対応できるようにするものでございます。 

  新旧対照表によりご説明をさせていただきます。 

  議案説明資料の２ページをお開きください。 

  洞爺湖町国民健康保険税条例の附則に、第25項として１項を加えることとし、令和３年度

においても、新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険税の減免の適用を受ける

者については、減免申請期限である納期限の７日前までの申請の規定にかかわらず申請でき

るものとするものでございます。 

  議案書８ページに戻っていただき、附則をご覧いただきたいと思います。 

この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

  以上、ご提案申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありますか。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 今回提案されている国保の税条例の一部改正なのですが、非常に文章

的には分からないではないのですが、実際に減免制度がどういう内容のものなのかというこ

とについては、条例の中ではちょっと明らかになっておりませんので、対象となる世帯、そ

れから減免の対象となる保険料の額等について、額というのは割合ですが、もう少し説明を

いただきたいのと、これは令和２年度からの継続ということになりますから、令和２年度の

減免の状況はどうだったのかということについても説明をいただきたいと思います。 

○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） 国民健康保険税条例の一部を改正するものでございますけれ

ども、令和２年度に引き続きまして、令和３年度の国民健康保険税についてもコロナ減免を

継続するというものでございます。 

まず、保険税の減額対象となる方について、２点説明申し上げます。 

まず１点目に、対象となる方につきましては、新型コロナウイルス感染症によりまして主

たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方につきましては、保険税を全

額免除するものでございます。重篤な傷病とは、人工呼吸器ですとか、あとエクモなどを用

いてコロナウイルスの治療をされた方のことを言います。 

それから２点目に、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、主たる生計維持者の

収入減少が見込まれる世帯の方につきましては、保険税の一部を減額するものでございます。 

２点目の一部を減額する方につきましては、前年の合計所得区分を５段階に分けてそれぞ
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れ100％、80％、60％、40％、20％と減免するものでございます。要件としましては、生計

維持者が前年に比べまして３割以上収入が減少する方が要件となってございます。 

  それから、令和２年度の国保の減免の申請の状況でございますけれども、申請件数につ

きましては20件、額につきましては297万6,200円を減免している状況でございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） その辺の説明も、本当なら一緒にしていただけたほうが条例改正の内

容がより深く理解できるのだと思うのです。 

私も事前に調べてみましたけれども、結局こういったことは条例ではなくて、町の場合は

要綱の中に明記されているというふうに伺っているのですけれども、議会には条例は出ます

けれども、要綱まではなかなか開示を常にしていただける状況ではないものですから、でき

れば、議案の説明の中にはこういった要綱の中身、概要でもいいのですが、ぜひ説明として

行っていただきたいのと。 

それから、減免状況ですけれども、今伺って初めて分かったわけですが、令和２年度は20

件あったと、297万円ですか。実は事務報告を、つい二日ほど前に見ましたら、この後に出

てくる介護保険料の減免については件数が出ているのですけれども、国保については新型コ

ロナウイルス感染症の影響による減免状況というのは出ていないので、もしかすると全くな

いのかなという気がしたのですよね。 

それと、こういう減免があることをどのような形で町民に周知しているのか。この辺も改

めて伺いたいと思います。 

○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） まず、減免の内容については、今、議員おっしゃっていただ

いたとおり、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保

険税減免取扱要綱の中で、先ほど申しました５段階の区分ですとか、取扱いの内容について

細かく定めておりますので、ご理解のほどお願いしたいと思います。 

  それから、事務報告の件ですけれども、件数が載っていなかったということでございまし

て、そちらのほうは漏れていた部分もございますので、大変申し訳ございません。 

  それから、減免の周知の件でございますけれども、広報、それからホームページ、それか

ら窓口に来られた方につきましても、コロナの減免というのがございますので、要件に該当

する方については、窓口、あるいは電話等でも相談に応じている状況であります。 

○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） これで、質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 
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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３号洞爺湖町国民健康保険税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３号洞爺湖町国民健康保険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４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４号洞爺湖町介護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。 

  武川副町長。 

○副町長（武川正人君） 議案書の９ページをお開きいただきたいと思います。 

  議案第４号洞爺湖町介護保険条例の一部改正についてでございます。 

  洞爺湖町介護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。 

  本改正は、令和２年６月の同条例改正によって、新型コロナウイルス感染症の影響により

収入が減少した対象者に対して減免の適用措置を行っておりますが、令和３年度においても

減免の適用が行えるよう、条項の一部を改正して対応できるようにするものでございます。 

  新旧対照表によりご説明をさせていただきたいと思います。 

  議案説明資料の３ページをお開きください。 

  洞爺湖町介護保険条例の附則に、第14項として１項を加えることとし、令和３年度におい

ても、新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の減免の適用を受ける者について、

減免申請期限である普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については、納期限の

７日前までに特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については、特別徴収対象年

金給付の支払いに係る月の前々月の15日までの申請の規定にかかわらず申請できることとす

るものでございます。 

  また、令和２年度分の介護保険料については、令和２年度末に資格を取得した者に限り、

同様に取り扱うものとして申請できることとするものでございます。 

議案書９ページに戻っていただきまして、附則をご覧いただきたいと思います。 

この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

  以上、ご提案申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 
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          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第４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４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５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５号令和３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。 

  武川副町長。 

○副町長（武川正人君） 議案書の10ページをお開きいただきたいと思います。 

  議案第５号令和３年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第２号）でございます。 

  議案第５号令和３年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。 

  第１条でございます。歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ9,394万3,000円を追加し、歳入

歳出の総額を歳入歳出それぞれ79億9,662万9,000円とするものでございます。 

  第２条の地方債の補正につきましては、事項別明細の中で説明をさせていただきたいと思

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たいと思います。 

  事項別明細書の４ページ、５ページをお開きください。 

  ６月会議の補正につきましては、前年度決算の繰越金、新型コロナウイルス感染症対策の

追加の経済対策費、教育対策費、その他の事業で補助金等が確定したものを追加して補正し

たものが中心となってございます。 

  まず、歳入でございます。 

15款国庫支出金２項国庫補助金１目総務費国庫補助金でございます。戸籍システム改修補

助金26万4,000円の増額でございます。これは補助率10分の10でございます。戸籍法の一部

改正により戸籍副本の全件を国へ送信するための戸籍システム改修費で、追加交付の決定に
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よるものでございます。 

次に、２目民生費国庫補助金でございます。これも10分の10でございます。低所得の子育

て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金546万1,000円の増額でございます。コロナウ

イルス感染症による影響が長期化する中、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた

生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するもので、事務費で51

万1,000円、事業費で495万円の増額でございます。 

  次に、４目商工費国庫補助金でございます。国立公園等資源整備事業費補助金29万7,000

円の増額でございます。これは補助率２分の１でございます。観光情報センターのＷｉ－Ｆ

ｉ環境整備に対する環境省補助金の交付決定でございます。 

  ７目新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金でございます。新型コロナウイル

ス感染症対策費に1,492万2,000円を事業充当するものでございます。 

  19款１項１目繰入金でございます。森林環境譲与税基金繰入金83万8,000円の増額でござ

います。林業費の森林作業道のゲート設置事業に対して森林環境譲与税基金を繰入れするも

のでございます。 

20款１項１目繰越金でございます。前年度繰越金で6,414万8,000円の増額でございます。 

  21款諸収入５項３目雑入で、181万3,000円の増額でございます。コミュニティ助成事業助

成金150万円で、町内６自治会の自主防災組織が行う防災資機材等購入費に対する助成金で

ございます。その他31万3,000円は、道の駅とうや湖の修繕に対する建物の災害共済金でご

ざいます。 

  22款１項町債２目民生費でございます。集会施設整備事業債で620万円の増額でございま

す。花和集会所の長寿命化改修工事で、合併特例債の借入れでございます。 

  次に、６ページ、７ページ目の歳出でございます。 

  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。公有財産管理事業117万

9,000円の増額でございます。７節報償費105万6,000円の計上は、報償金で調停事件に要す

る弁護士費用でございます。11節役務費12万3,000円でございます。保険料で建物災害共済

分担金の増でございます。町有住宅管理事業68万7,000円の増額でございます。10節需用費、

修繕費68万7,000円でございまして、高砂の職員住宅の内装等の修繕でございます。 

  ７目財政会計管理費でございます。財政会計管理事務事業５万円の増額でございます。22

節償還金利子及び割引料で、令和２年度分の子ども・子育て支援体制推進事業による国庫補

助金の返還金でございます。 

  次に、３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費でございます。社会福祉管理事務事

業203万7,000円の増額でございます。１節報酬163万3,000円、３節職員手当12万9,000円、

４節共済費27万5,000円、会計年度任用職員１名の新規雇用でございます。 

４目介護保険費、介護保健特別会計操出金事業で12万4,000円の増額でございます。介護

保険特別会計の包括的支援事業費の増額に伴い、27節一般会計から繰出金の増でございます。 

５目社会福祉費でございます。虻田地区集会所管理事業661万2,000円の増額でございます。
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14節工事費で、花和集会所の屋上防水等の改修工事でございます。 

次に、３項医療助成費１目医療対策費でございます。国民健康保険特別会計繰出金事業で

600万円の減額でございます。これは４月の人事異動による国民健康保険特別会計の歳出減

に伴い、一般会計繰出金を減額するものでございます。 

次に、８ページ、９ページ目をお開きください。 

  ６款農林水産業費２項林業費１目林業振興費でございます。林業振興費で83万8,000円の

増額でございます。15節原材料費78万8,000円、森林作業道早月線、基幹作業道清水線の

ゲート設置に要する資材の購入費でございます。17節備品購入費で５万円、同じく早月線、

清水線のゲート設置に係る南京錠２か所の購入費でございます。 

  ７款１項商工費１目商工振興費でございます。道の駅等施設維持管理事業27万円の増額で

ございます。10節需用費で、昨年度の大雪により道の駅とうや湖の外柱が折損したことによ

る修繕費でございます。 

次に、２項観光費２目観光施設管理費でございます。洞爺湖観光情報センター等管理運営

事業で26万4,000円の増額でございます。12節委託料で、観光情報センターの施設内のＷｉ

－Ｆｉ整備について、環境省補助金の交付決定により設置対象エリアを拡大するものでござ

います。次に、中島・湖の森博物館管理運営事業83万6,000円の増額でございます。10節需

用費で、旧森林博物館の既設の給油タンクを修繕し、博物館へ移設ものでございます。 

  ９款１項消防費２目災害対策費でございます。災害対策事業で153万8,000円の増額でござ

います。10節需用費、消耗品費22万6,000円。17節備品購入費131万2,000円の計上で、町内

６自治会の自主防災組織が行う防災活動に必要な資機材等コミュニティ助成事業を活用して

整備を図るものでございます。 

  10款教育費２項小学校費１目小学校管理費でございます。小学校管理事業で219万7,000円

の増額でございます。国のＧＩＧＡスクール事業で、１人１台パソコンの整備をしたところ

でございますが、インターネット上の通信障害を解消するため、学習系ネットワークを各学

校から直接インターネットへ接続する方式へ改めるものでございます。11節役務費、通信運

搬費で74万円、通信費及びプロバイダー利用料でございます。また、回線工事等の手数料で

27万9,000円、町内小学校３校分でございます。12節委託料で122万8,000円、ルーター設置

費で、町内小学校の３校分でございます。 

10ページ、11ページ目をお開きください。 

  ３項中学校費１目中学校管理費でございます。中学校管理事業で146万5,000円の増額でご

ざいます。小学校と同様に１人１台パソコンに対応するためのインターネット環境の整備で

ございます。11節役務費、通信運搬費で49万3,000円、通信費及びプロバイダー使用料でご

ざいます。また、回線工事等の手数料で15万3,000円、町内中学校２校分でございます。12

節委託料で81万9,000円、ルーター設置費で、町内中学校の２校分でございます。 

  12款１項１目給与費でございます。職員給与で1,140万円の増額でございます。４月の人

事異動等に伴う会計間異動、新規採用職員の階級差により増額するものでございます。２節



 

- 157 - 

給与費で一般職級300万円。３節職員手当560万円のうち管理職手当380万円、期末手当100万

円、勤勉手当80万円でございます。４節共済費280万円のうち、共済組合負担金160万円、退

職手当組合負担金120万円でございます。 

  13款１項１目予備費5,011万3,000円の増額でございます。昨年度繰越金の残額を予備費に

計上するものでございます。 

  14款１項新型コロナウイルス感染症対策費２目経済対策費でございます。商工支援対策事

業で570万円の増額でございます。店舗等の賃借料の助成でございます。新型コロナウイル

ス感染症により30％以上売上げが減少した町内事業所に対して、事業継続の支援として店舗

等賃借料の一部を、50万円を限度として助成するものでございます。10節需用費、事務経費

に係る消耗品で５万円。18節負担金補助及び交付金で、店舗等賃借料助成金として565万円、

65事業所を想定した予算計上としたものでございます。次に、観光支援対策事業として992

万2,000円の増額でございます。温泉使用料減免支援補助金でございます。長引くコロナウ

イルス感染症による観光入り込み客数の激減により事業継続を支援するため温泉使用料３月、

４月分を対象月として実績額から２分の１を助成するものでございます。18節負担金及び交

付金で、温泉使用料減免支援補助金922万2,000円、15事業所を対象として計上したものでご

ざいます。 

12ページ、13ページ目をお開きください。 

３目生活支援対策費でございます。低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別

給付金事業で546万1,000円の増額でございます。子育て世帯生活支援特別給付金でございま

して、国が児童１人当たり５万円を低所得の子育て世帯を支援するために新たな給付金で、

全額国費で町が行う事業でございます。３節職員手当39万円で、時間外勤務手当37万8,000

円、管理職員特別勤務手当１万2,000円でございます。10節需用費６万3,000円でございます。

コピー使用料等の消耗品で３万7,000円、封筒の印刷製本費で２万6,000円でございます。11

節役務費５万8,000円でございます。郵便料等の通信運搬費２万2,000円、振込手数料３万

6,000円でございます。以上が給付金に係る事務的経費でございます。18節負担金補助及び

交付金で、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金で495万円でござい

ます。対象見込み数は99名を想定し、予算を計上したものでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  ここで、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５６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） 

○議長（大西 智君） 休憩前に戻り、議案第５号令和３年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予

算についての説明が終わり、質疑から入りたいと思います。 
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  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） ８、９ページの災害対策費についてお伺いをいたします。 

  これは、コミュニティ助成で150万円受けての事業だと思いますが、６自治会に対して資

機材を購入するものということですが、コミュニティ助成という形で助成を受けているのに、

購入するものを限定してこれを買いなさいという、ひもつきとは言わないですが、限定され

てこれとこれということで指定されているのかどうかということ。ではなく自由にこちらの

サイドで考えたものが購入できるのかどうか。どんなものを用意しているのか。それで、

150万円近くですから、６自治会で平均すれば25万円程度なのですが、自治会の要望で備品

がそろえられているのか。ということは、逆にそれぞれの自治会に応じて要望の違いによっ

て備品が違っているのかどうか。購入した備品はどこに保管をされているのか。その辺をご

説明ください。 

○議長（大西 智君） 仙波危機管理室長。 

○危機管理室長（仙波貴樹君） ただいまの質問でございます。 

  まず、購入する品目といいますか、購入する資機材にひもづきといいますか、決められた

ものがあるのかというところでございますが、これにつきましては、建物以外で防災活動に

使う資機材であれば、基本的には何を買ってもよいというところでございます。 

買うものにつきましても、行政報告にも書いてあったのですが、今回対象としていますの

が令和元年度までに設立された６自治会としてございまして、６自治会に対しまして、買う

品目をいろいろ膝詰めでお話ししながら調査して買うこととしてございます。 

主なものといたしましては、発電機であるとか、あと、大きいもので言いますと、ＬＥＤ

のマルチライトと言いましてかなり大きな投光器ですとか、あとトランシーバー、また備蓄

用のランタンですとか、あと発電機を動かすためのガソリンを備蓄しておきます携行缶です

とか、かなり多岐にわたった品目となってございます。 

保管場所につきましては、各自治会に保管に関する要綱といいますか、ルールを作ってい

ただいて、それに基づいて各自治会で保管していただくこととしてございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） もう１点、自治会等の要望を聞いているかどうかという部分です。 

○危機管理室長（仙波貴樹君） 自治会については、先ほども申し上げましたとおり、膝詰め

でいろいろ話合いながら買うものを決めさせていただいたところでございます。 

○議長（大西 智君） よろしいですか。 

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） 事項別明細書で10ページ、11ページに関わる経済対策のところで

伺っておきたいなと思うのですが、今回、商工支援対策事業ということで、店舗等の賃借料
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の助成金ということで565万円を計上されております。この事業に対して反対するものでは

ないのですが、これは昨年度も支援されたわけであります。今回も65事業ということでござ

いますが、賃借を受けているのは、30％の売上げが減になった場合にこういう支援策を講じ

ていただけると。 

やはり声として聞いてもらいたいのは、自分の家で店舗を持っている方々に対する支援策

がないのですよね。こういう事業を二度目に行う場合に、第１回目の支援策を講じたときに、

しっかりと検証する必要性があると思うのですよ。第１回目に支援策を講じたけれども、こ

うこうこういう事業所は落ちているなということで、二度目にこういう支援策を講じるとき

には、そういった方々も救われるような補正予算の方針を出さなければならないのではない

かなと私は思うのです。 

   それで、観光事業に関連している事業の方々でも何ら支援金はない。政府関係の融資は

受けることはできるけれども、こういう町からの支援はない。融資を受けるわけだから必ず

返していかなければならない。しかしながら、こういった支援策を講じるときは、そういっ

た関連の業種に対しても目線を向けるというのが経済支援対策でないのかなという気がする

のですよね。 

  今回、65事業所に対する措置は私は賛成いたします。しかし、落ちている業種の方々もい

るのではないか。そういった方々がもっともっと支援を講じてほしいという声は、賃借をし

ている方々よりも高い方々がいる、声として。そういった方々にもっと目線を向ける必要が

あるし、これからの支援策を講じる必要性があるのではないかなという気がするのですよ。 

  町長も考えているようですが、なかなかこれからの政府からの臨時交付金がどのぐらい

入ってくるのか分からないという状況の中で、なかなか大変だと思うのですけれども、そう

いうしっかりとした検証をした中でこういう支援策を講じるというのは、私は妥当ではない

のかなという気がするのですけれども、その辺の見解を伺っておきたいなと思います。 

○議長（大西 智君） 原産業振興課長。 

○産業振興課長兼新型コロナウイルス特別対策室長（原 信也君） ただいまの家賃補助以外

に困窮している事業者がたくさんいるのではないかと。そちらのほうにも目を向けてはどう

かというようなご質問だと思います。 

  今回、家賃助成に対しての補助に関しましては、まず第一に考えたのが、固定経費の中で

も努力しても回避できない、これは家賃、この部分についてはどうしても毎月発生してくる。

ただ、電気、水道、ガス等については皆さん同じように発生している。その中で平等に発生

していないのが家賃助成というような考え方の下に、こちらのほうを助成するというような

ことで決定させていただいております。 

  それと、議員おっしゃるとおり、支援が受けられない方がたくさんいるというのはある程

度承知してございます。今回、緊急事態宣言を踏まえて、国のほうでは臨時交付金が各都道

府県に配分されております。先行して3,000億円が都道府県に配分され、北海道のほうには

131億円配分されてございます。この中で北海道が６月議会に道の特別支援金Ｂというもの
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を打ち出してきております。こちらのほうについては、従来、特別支援金は所得減少率が

50％以上のところが対象でしたけれども、今回、対前年、または前々年度比で30％というふ

うに要件を緩和してございます。こちらのほうで取りあえずは対応していただくというよう

な考えでございます。 

  昨日の町長答弁の中にもございましたけれども、国、道へいろいろ要望して市町村への支

援というふうにつなげて、交付金が出た場合には新しい支援策につなげてまいりたいという

ふうに考えてございます。 

  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） 今の課長の答弁で、方向性というものは分かっているのですが、実

は今、昨日も町長が答弁されているように、政府の予算がある中で5,000億は都道府県だと。

そしてそこから、道には131億円と、131億円というのは初めて聞いた額なのですが、ただ、

131億円が道に来ても、６月20日に北海道は緊急事態宣言が解除され、蔓延防止ということ

で切り替わると。そうすると、特定の措置地域には多く行くだろうと思うのですよ。した

がって、特定から外れている洞爺湖町辺りは、恐らくそんなに期待できないのではないかな

と思うのです。 

ただ、道にも多く働きかけしてほしいなと思うのは、やはり洞爺湖町は何といっても観光

産業を土台とした経済というものを考えている町だけに、予想以上に打撃が大きい、経済が

冷え込んでいる。それから脱却していかなくてはならないそのエネルギーというのはみんな

持っているだろうと思いますけれども、しかし、賃借している方々には何らかの補助がある。

今、水道、電気とも言った。やっぱり一般家庭でももちろん店舗を構えているところは水道

も電気もかかるわけであります。そういったことも考えれば、賃借もそうだけれども、私は

全部とは言いませんよ、支援策が講じられない事業所を構えている方々もいるだろうと思う

のです。確かにいますよ、私も知っていますけれども、いるのですね。そういった声から、

何とか我々にも支援してくれないと店舗を畳んでしまわなければならないという声さえ聞こ

えてくる。それから、観光の産業に重点を置いた事業所においても、何ら町からの支援もな

いぞと。やはりもう少し考えていただければなという気がしますので、対策事業について私

は今回の補正には賛成しますよ。だけれども、近い将来にわたって、そういった方にも何ら

かの支援策を講じるという行政の考え方は、ないのか、あるのか。それを伺って悩みを訴え

ている方に伝えたいなと思いますけれども、いかがですか。 

○議長（大西 智君） 武川副町長。 

○副町長（武川正人君） 今、本当に議員がお話をされたとおり、どうしても行政も効果的に

といいますか、固定の経費ということで前回支援をさせていただきました。事務報告の中に

ございます事業は、総額で４億4,657万9,000円ほど出しております。その振り分けの中では、

経済対策として約70.7％、３億1,500万円、教育費として8.3％ほど、3,700万円、防災で

2.7％、1,100万円、それから住民生活で5,300万円、これは11.9％ほどです。感染予防とし
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て6.4％、2,800万円、いろいろ知恵を出しながら、それから住民、団体の皆さんの声を聞き

ながら、臨時交付金を充てて一日も早い経済の正常化に向けて取り組んだところですけれど

も、これほど長引いて、経済がここまで落ち込んでいくというのは、本当に想像もしなかっ

たところですけれども、確かに本当に臨時交付金も底を尽きております。ですので、いろい

ろと目の行き届かない事業者の皆さんの声も聞いてございます。ただ、有事のときの、何か

あったときの基金、全ての住民の皆さんに対する安全の確保ということからすると、今ある

基金を取り崩してそれを充てていくというのは非常に難しい状況にございます。 

そういうことから、臨時交付金は、国がどういうような対応をこれからしていただけるか

わかりませんけれども、臨時交付金を強く要望するとともに、その配分に当たっては、洞爺

湖町に臨時交付金が配分されるに当たっては、今までそういうふうに行き届かなかったとこ

ろ、どこが困っているのだろうかということもきちっと、現場で何が起きているのかという

ことを点検しながら考えていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○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） 私も、事項別明細でいきますと、一つは、８、９ページの教育費の関

係です。 

まず、ここで今、各学校の児童にタブレットが配付されて、インターネットの通信環境を

改善するということで、これが設置されることになったのですが、資料を見ますと、これま

での通信速度から見れば、10倍から、時には100倍ぐらいの速度が今度は高くなって、直接

学校がインターネット環境に接続できるということで、そうなるということなのですが、私、

これは当初から想定されていた問題ではないのかなという気がするのですよね。各学校で児

童１人タブレットを持って、そして学校で授業を、例えばそれが20人とか30人規模で一斉に

やるとなれば、一学校だけでも大変な通信料なのですよ。それが、ほかの学校も含めて同じ

ような時間になれば、当然そうなって、さらにそれは通信速度が落ちて、そしてなかなか画

面が変わらない、固まってしまうということが起こることは、もう当初から、ある程度そう

いったことが分かっている人であれば、考えられたことだと思うのです。それは多分各家庭

でもそんなような状況みたいなことが起こっていると思う。 

ここに来て、これを改めて補正して、そして通信網を改善することになりましたというの

は、やってみたらこうでしたみたいな説明というのは、どうも何か先々あまり見ていないの

かなという気がするのですが、その辺の当初のＧＩＧＡスクール構想もそうなのですが、そ

れに伴う通信回線の在り方について、どういう検討が当町の場合行われていたのかというこ

とをまず一つ伺いたいと思います。 

  それから、10ページ、11ページの今質問がありました、私も新型コロナウイルス感染症対

策のことで一言、町に対して問題提起したいし、予算についてもちょっとお考えいただきた

いのですが、例えば経済対策、今事業者が抱えている現状を考えたときに、その事業者の、

いわば多少でも息継ぎができるそういう支援でなければならないのだと思うのです。例えば
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家賃の賃借料の１か月分と。例えば１か月の家賃を支援していただいたから事業が継続でき

るかというと、到底難しい状況にある事業者が今増えていると思うのですよ。私は全く必要

ないとは言わないけれども、何か焼け石に水というのか、本当に今事業者が困っている支援

を必要としているのは、僅かでも息継ぎができるそういう支援が必要なのだと思うのですね。

そのことを考えたときに、もう少し幅広く、そしてそういう実態、今、副町長は実態を調べ

ると、私の質問のときにもそういうふうに答えていましたけれども、失業者の状況も含めて

なのですが、その辺を本当に真剣に受け止めて対応策を考えるべきではないのかなと。 

家賃の賃借で、これを１か月支援受けたことによってどの程度の事業者が、それは１か月

受け取れれば事業を継続できる可能性が出てくる事業者がどのぐらいいるのか。その辺の実

態まで含めて、今の状況を、どこまで窮地に陥っているのかということをつかんだ上での支

援なのかどうか、あるいはとにかく何か支援したほうがいいということで、取りあえず固定

費は自分の持ち家よりもかかるわけだから、少なくともそこは支援したほうがいいだろうと

いうことなのか、ちょっとその辺の判断はどういうふうにされたか伺っておきたい。 

  三つ目、12、13ページの生活支援対策の関係です。 

  これは、総務委員会に配付された資料も私見ました。それで、ただ厚生労働省は、特に支

援については、児童１人５万円については、児童扶養手当受給者については、可能な限り５

月までに支給するというふうに説明文書に書いてあります。それから、児童扶養手当受給者

ではなく、コロナの影響で収入が児童扶養手当の受給者と同じぐらいの水準になっている方

については、できるだけ早く支給するというふうになっています。 

ですから、今回６月の議会にこれが出てきたということで、支給日はいつからかといった

ら７月になっているのですね。これは厚生労働省が言っている５月までに、できるだけ早く

支給するという考え方からいけば、２か月も遅れることになります。なぜ、例えばこれがこ

ういう状況になっているのか。もともと児童扶養手当受給者については、早い時期からと、

５月までにと。それ以外についてもできるだけ早くというふうになっているわりには、町の

今回補正で出てきた時期というのは非常に遅いし、さらに説明書を見れば、７月支給という

ふうになっています。この辺についてもちょっと説明いただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） まず１点目の通信障害の件、当初予算において検討はなされな

かったのかというご質問かと思いますけれども、まずＧＩＧＡスクール構想につきましては、

当初５か年計画でございました。これが前倒しということで、令和元年度の国の補正予算に

よりまして１人１台端末ということで、当町におきましては令和２年度に整備を完了してい

るという状況でございます。そのＧＩＧＡスクール構想につきましては、個別最適化の学び

として１人の理解状況や能力、適性に合わせた学習を行うという状況で、昨日の一般質問の

際にもＧＩＧＡスクールの関係を説明させていただきましたけれども。 

このたび購入したタブレットの端末につきましては、まず想定していた内容につきまして

は、パソコン本体に情報を保存、記憶する装置がないということで、まずこのことについて
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インターネットを経由して別の場所に情報、データを保存、読み出しをしていると、ここは

まず想定はしてございました。ただ、今回パソコンを起動する際にパソコンの本体の状態を

その都度最新の状態にするということが分かりまして、１台ではなくて複数台まとまった台

数で電源を入れると、現在の状態では線が細いということで通信障害が発生しているという

状況でございますので、このことから役場を経由してインターネットに接続する方式から、

学校から直接インターネットに接続する方式に改めて、通信障害を改善したいということで

ございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 原産業振興課長。 

○産業振興課長兼新型コロナウイルス特別対策室長（原 信也君） ２番目の店舗等賃借料の

助成に関してでございます。 

  どう調べてどう判断したのかというところでございますけれども、私どももいろいろな業

種の中で困っている方々がいるというのは承知してございます。商工会が４月に行いました

アンケートの中で、一番苦労しているのはやはり宿泊業、その次に飲食、これはもうおおむ

ね45％以上の売上げが減少しているということは承知しています。そのほか、製造、サービ

ス、小売、建設、その他のほうを見てみますと、意外と１月、２月、３月の売上げに関しま

しては３割以下の減少にとどまっているというようなデータも出てございます。 

ここの中でどう判断するのかとなったときに、財源もない中での話とはなりましたけれど

も、特に宿泊、飲食のほうに目を向けるべきではないかというような考え方の下に飲食、飲

食関係はやはり賃借している店舗が非常に多いというような考え方もございます。それらを

総合的に判断しまして、今回も店舗の賃借料の助成というような形で町として判断させてい

ただいたところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 武川副町長。 

○副町長（武川正人君） 私どもも非常に事業の選択に当たっては苦慮したところです。感染

予防の各団体の皆さんとの円卓会議があった折にも、町長がそういう要望的なことをお伺い

した経緯もございます。それから５月補正、それから繰り越した事業の関係で、これから経

済対策の事業が動き出していくという状況もございます。それから、何といってもワクチン

をとにかく打つことによって、経済の正常化に向けてもうちょっとの辛抱だというような私

どもも思いがございます。特に主力産業でございます観光は本当に大打撃を受けて、このま

までは本当に先行き、有珠山噴火に備えた蓄えも本当に今のコロナ対策に使っているという

ようなお話も聞いてございました。そういうことから、やはりここは限られた予算の中では、

２回目になりますけれども、そういう固定的な経費をやはり支援するのが町としての今回の

対策としては一番ではないかという結論に至った経緯もございます。 

現在、国もやっとコロナの治療薬の開発支援ということで厚生労働省が４社７品目20億円

の支援をすると。今あるファイザー等のワクチンは中度、重度の方に対するワクチンですけ

れども、札幌等での在宅による痛ましい事故は、これは全国でもいろいろなところで起きて
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ございますけれども、軽度、あるいは病症を発症していない方にも有効なワクチン開発とい

うのも国内の中では非常に国は力を入れて進めてございますので、そういうことからいって、

もうちょっとの辛抱だという思いで、今回補正する経済対策の項目を絞ったというような経

緯でございます。 

○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） ただいま質問のございました三つ目の低所得の子育て世帯に

対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業の関係でございます。 

こちらにつきましては、まず国のほうでは二パターン、常任委員会のほうで説明をさせて

いただきました資料で、私、その他世帯分という形で資料を提示させていただきました。そ

こに括弧書きといたしまして、ひとり親世帯を除く世帯の方の分ということ児童扶養手当等

を受けておられるひとり親世帯の方につきましては、国としては都道府県の直轄事業という

ことで設定をされたものでございます。このたび市町村で措置をするものはあくまでもそれ

以外のその他世帯分ということだったものですから、こちらの中でスキームとフロー全部示

されておりましたけれども、国のほうといたしましては、５月中旬に全国に対しまして、ま

ずこれに伴います所要額の実態調査というのを５月の中旬に行ってございます。これを踏ま

えて、国のほうに各自治体における所要額を集約した後に、額を確定いたしましてというフ

ローだったものですから、こちらにおきましてもそれのフローに基づきまして所要額の報告

をした上で、この後当然ながら議会のほうで議決を踏まえた中で、国としてはその後速やか

に事務的なものを進めていただきたいということで、あくまでもその他世帯分につきまして

は、国のほうのフローに準じた形の中で行っているものであることにつきましては、ご了解

をいただきたいというふうに思っているところでございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 最初に、インターネットの関係ですけれども、パソコンにデータを保

存する機能がなかったと。それで一々ネットにつなげなければ、その情報を引き出すことが

できないというようなことだったという話なのですが、それは導入するときにどういうステ

ムになっているのかというのは当然確認しているはずなのですよね。その確認に基づいて実

際に一斉にネットにつなげばどうなるのかということは、もう多分職員の皆さんならどなた

も分かっていることだと思うのですよ。そういう中で、こういう結果になったということで、

改めて通信回線の改善ということを出しているわけですよね。 

やはり私はその辺の、導入の点もそうなのですが、導入のための事業者との間で、どうい

う機器で、どういう性能で、どういう仕組みになっているのかということはしっかりとやっ

ぱり確認をした上で、そのために何が必要なのか、どういう障害が起こり得るのか、当然そ

ういうのは導入する前にチェックしなければならない話でしょう。もしそれが最初の約束ど

おりにいかない場合には、これは逆にいえば、納入業者に対してシステムを構築した事業者

に対して何らかの責任を問える中身でもあると思うのですよ。 
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ところが、今言われているのは、想定外のような話をしている。私は、それを想定できな

かったのか本当にという感じなのですよ。想定できたのではないかと。それをむしろ行政側

の準備の状況が本当にしっかりできたのですかということを改めて私は伺っておきたいと思

うのです。 

ＧＩＧＡスクールが何のためにあるかとか、ＧＩＧＡスクールによってどういう教育が進

められるかというのは、何度も聞きました。それは説明していただかなくても結構です。む

しろ、それによって機器を導入するときの条件とか中身、その辺をしっかりと確認して、以

後、トラブルのないような形でどこまで行政がチェックしていったのかということを私はむ

しろ問いたいと思います。 

それから、事業者の関係ですけれども、非常にこれも経済対策としては、それはいろいろ

な対策を今まで町として打ってきました。ただ、今回の場合、賃借しているところは65件で

したか。私ね、これによって息継ぎできるという事業者はあるかもしれないけれども、多く

は１か月分の家賃を何とか確保できた程度だと思うのです。それも、家賃が確保できたから

翌月も、さらにその後も事業として何とか頑張れるというそういうものになるのかどうか非

常に私は心配です。 

それならむしろ、広く、浅くでも、もっと多くの事業者を対象にして、同じ予算を使うに

しても、支援したほうが差別感もないし、何であそこだけこういう支援があるのだというこ

とにもならない。特に固定費というのはどこの事業者もかかるわけでしょう。電気、ガス、

水道、そして今回みたいに家を借りているところはそういうところも。そういうところを含

めて、同じ金額なら広く、浅く、どの事業者にも支援が行き届く。その代わり１件当たりの

支援費はすごく少ないですよ。少ないけれども、そうやって１件も残さずやはり支援をして

いこうというぐらいの意気込みが必要なのではないかと思うのです、町としてね。ある程度

特定の事業者だけに集中して支援することで、町全体の支援になっているかというと、そう

ならないわけだから、私はそこをすごく取組方としてどうなのかなというふうに思います。 

それから三つ目、低所得者の子育て世帯に対することについては、確かにその他の支援を

必要とする世帯ということで、道からの調査結果と通知がこの時期になったからということ

なのだと思うのですけれども、それならば、支給時期を７月中と書いてあったのかな、資料

には、７月と書いてあったのかな。できるだけ早く、児童扶養手当を受給している人以外の、

いわゆる児童扶養手当に準ずる世帯に対して支給するように、私はぜひ町として努力してい

ただきたいと思うのですがどうでしょうか。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） 通信障害の件でございますけれども、議員おっしゃいますように、

今後、業者のほうと導入に際しては、その点注意して対応してまいりたいと思います。 

  補足なのですけれども、現在の接続の障害の件なのですけれども、まず授業が始まる前に

早めの起動を行い、通信障害を回避しているという状況でございます。ただ、いずれにしま

しても、今後のオンライン学習などで利用が当然始まってございますので、いち早く通信障
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害の解消を図りたいというふうに考えてございますので、重ねてご理解いただきたいと思い

ます。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） 低所得者の支援金の特別給付金のほうの関係でございます。 

  ただいま可能な限り速やかに事務のほうを進めていただきたいというお話がございました。

その他世帯分のほうのまず中身といいましょうか、区分けがございますけれども、基本的に

申請を扶養とされておられます方々につきましては、直接個別の通知によりまして、この後

早急に課税情報等々確認をさせていただいた中で個別通知によりましてすぐ発送できますけ

れども、それ以外の課税急減者とされるような方々につきましては、こちらは当然のことな

がら収入に係るものでございますので、町として現時点において把握ができないものですか

ら、まずは広報等で早急に周知を図った中で、国の示すところの、とにもかくにも速やかに

事務のほうを進めなさいというようなことなものですから、これに準じまして粛々と対応し

てまいりたいと考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） まず、先にＧＩＧＡスクールに関わる補正予算でございますが、議員

おっしゃられるとおり、私も、実は補正が出てきたときに、これはおかしいのではないかと

いう話はさせていただきました。教育委員会として、やはり子どもたちが安全に、そして早

くできるようにしたいということで、今回補正を上げさせていただきました。ご指摘は重々

承知しておりますので、何とかこれはご承認を賜ればというふうに思っております。 

  また、経済対策でございますが、これまで国の臨時交付金を賜りながら町内の経済対策、

幸いにも私どもの町としては６億数千万円だと思いましたけれども、ある程度ほかの町より

も少し余計に頂いたかなという感もしております。ただ、これだけでは間に合うものではあ

りません。これから、今まで借り入れした人方の償還が始まってきます。本当に苦しい生活

がこれから始まるのだろうというふうにも思っております。そのためには、ある程度町の基

金削減も考えていかなければならないだろうというふうにも思っておりますが、ただ、町の

歳出をそれに充てるとなったときに、やはり将来の財源対策も考えていかなければならない

等々の関係がありまして、今は臨時交付金の拡大を北海道、あるいは国のほうに強く要望し

ているところでございまして、その数値が見えたら、またすぐに地域の皆様への支援策を考

えていきたいというふうに思っております。 

支援策については、私もこれで最後とは思っていないわけでございまして、何とか地域の

方々の経済の底冷えを支えていければなというふうに考えておりますが、いかんせん財源を

どういうふうに求めるか、国、道に対してどういうふうにお願いしていくか、今一生懸命

やっている最中でございますので、何とかその辺はご理解をお願いしたいというふうに思っ

ております。 

  また、福祉の関係でございますが、今も申しましたとおり、国の基準で今動かせていただ
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いております。新たにそれに加えて町ということになりますと、かなりやっぱり厳しいとこ

ろがございます。そんなことも含めまして、何とか私どもの町として頑張れることは頑張っ

ていきたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げ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すか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） これで質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。 

  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５号令和３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５号令和３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。 

  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４６分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

午前に引き続き、一般議案を続けます。 

（午後 １時００分） 

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

◎議案第６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６号令和３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。 

  武川副町長。 

○副町長（武川正人君） 議案書の14ページをご覧いただきたいと思います。 

  議案第６号令和３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。 

  議案第６号令和３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

定めるところによる。  

第１条でございます。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ509万1,000円を減額し、
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歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億4,506万3,000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。 

  事項別明細書４ページ、５ページをお開きください。 

  歳入でございます。 

  ４款１項繰入金２目職員給与費等繰入金で600万円の減額でございます。４月１日の職員

の人事異動に伴います会計間異動による給与費等の減額でございます。 

５款１項１目繰越金、前年度繰越金で90万9,000円の増額でございます。 

次に、６ページ、７ページ目の歳出をご覧いただきたいと思います。 

１款総務費２項総務管理費３目一般管理費でございます。一般管理事業で600万円の減額

でございます。４月１日の人事異動による会計間異動に伴う給与費等の減額でございます。

２節給与費で、一般職給280万円の減でございます。３節職員手当で180万円の減でございま

す。管理職手当で132万9,000円の減、扶養手当で43万8,000円の減、住居手当で58万8,000円

の増、時間外勤務手当79万1,000円の増、期末手当80万円の減、勤勉手当60万円の減、管理

職特別勤務手当１万2,000円の減でございます。４節共済費で140万円の減でございます。共

済組合手当負担金100万円、退職手当組合負担金40万円の減でございます。 

９款諸支出金１項償還金及び還付加算金３目償還金でございます。令和２年度国保診療報

酬差額分として、22節償還金33万8,000円の増額でございます。 

10款１項１目予備費でございます。繰越金の残額57万1,000円を予備費に積むものでござ

います。 

以上、ご提案申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第６号令和３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６号令和３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
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ては、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第７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７号令和３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。 

  武川副町長。 

○副町長（武川正人君） 議案書の17ページをご覧いただきたいと思います。 

  議案第７号令和３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。 

  議案第７号令和３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。  

  第１条でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ525万2,000円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億5,568万8,000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。 

事項別明細書の４ページ、５ページをお開きいただきたいと思います。 

歳入でございます。 

６款１項１目繰越金でございます。前年度繰越金525万2,000円の増でございます。 

次に、６ページ、７ページ、歳出をご覧いただきたいと思います。 

３款１項１目予備費で525万2,000円の増でございます。繰越金を予備費に積むものでござ

います。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第７号令和３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〕 
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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７号令和３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８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８号令和３年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補

正予算についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  武川副町長。 

○副町長（武川正人君） それでは、議案書の20ページをご覧いただきたいと思います。 

  議案第８号令和３年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第１号）でございます。 

  議案第８号令和３年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

第１条でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,108万7,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億3,792万4,000円とするものでございます。 

以下、事項別明細書により説明をさせていただきます。 

事項別明細書の４ページ、５ページ目をお開きいただきたいと思います。 

歳入でございます。 

１款１項介護保険料１目第１号被保険者介護保険料でございます。現年度分で14万7,000

の増額でございます。包括的支援事業費の増によるものでございます。 

２款国庫支出金２項国庫補助金３目地域支援事業交付金でございます。現年度分で24万

7,000円の増額でございます。包括的支援事業費の増によるものでございます。 

３款道支出金２項道補助金３目地域支援事業交付金でございます。現年度分で12万4,000

円の増額でございます。包括的支援事業費の増によるものでございます。 

次に、２項道補助金４目介護サービス提供基盤等整備事業費交付金でございます。介護

サービス提供基盤等整備事業費交付金で891万円の増額でございます。地域密着型サービス

施設等の整備に対する交付金でございます。 

６款繰入金１項一般会計繰入金５目地域支援事業繰入金でございます。現年度分で12万

4,000円の増額でございます。包括的支援事業費の増によるものでございます。 

７款１項１目繰越金でございます。前年度繰越金で3,153万5,000円でございます。 

次に、６ページ、７ページ目、歳出をご覧いただきたいと思います。 

１款総務費１項総務管理費１目一般管理費でございます。18節負担金補助及び交付金で、

介護サービス提供基盤等整備事業費交付金891万円の増額でございます。洞爺協会病院で実

施する地域密着型サービス施設等の整備に対する交付金でございます。 

３款地域支援事業費２項１目包括支援事業費でございます。包括支援事業で64万2,000円

の増額でございます。２節給与、一般職給９万8,000円の増額でございます。３節職員手当
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44万4,000円の増額でございます。管理職手当58万7,000円の増、時間外勤務手当で20万円の

減、期末手当で３万3,000円の増、勤勉手当で２万4,000円の増でございます。４節共済費、

共済組合負担金で10万円の増額でございます。いずれも４月人事異動、昇格に伴います増で

ございます。 

６款１項１目予備費で3,153万5,000円の増額でございます。繰越金の残額を予備費に積む

ものでございます。 

以上、ご提案申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありますか。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） ただいまの説明ありました点で、事項別明細書の６、７ページの一般

管理費で891万円、これは全額道費をこちらのほうに回すということなのですが、事業の内

容について説明いただけませんか。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） ただいまご質問ございました介護サービス提供基盤等整備事

業費交付金の事業の内容ということでございます。 

  こちらにつきましては、北海道のほうで高齢者の介護予防教室などの多様な集いの場です

とか、地域の憩いの場、交流の場などの生活支援の活動拠点となる介護予防拠点を整備する

費用に対して交付をするといったものでございまして、先般、協会病院のほうから整備の計

画の申出がありまして、これらの交付の内示を受けて決定に至ったということでございます。 

細かな内容でございますけれども、後期高齢者ですとか、ひとり暮らしの高齢者の方が多

く、介護認定者数が増加傾向にある状況の中におきまして、日常生活動作ですとか、手段的

日常生活動作の中で支障のある行為の改善に向けまして、運動機能向上を中心として早期か

ら介護予防を必要とする方の短期集中的な支援を目的とした通所型サービスＣといった事業

を道や協会病院の委託によりまして行っておりますことから、医師、看護師、リハビリ職な

ど多職種との連携の中での健康管理や必要なときに適切な医療が利用できる体制、また緊急

時の対応といった医療機関の施設を利用することによりまして、新たなニーズの介護基盤等

の充実を図るとしたものでございます。 

また、自宅や地域での暮らしを支援するために通所型サービスＣの活用のみにとどまらず、

介護予防ですとか、健康維持増進、閉じこもりを防止することを目的とした介護予防教室や

サロンなど、保健、医療、福祉の関係機関や地域の福祉関係者が相互に連携を取りながら実

施をしていくなど、地域包括ケアシステムの構築に向けまして地域住民の誰もが気軽にでき

る場が必要かつ有効であるものと考えまして、介護予防基盤の充実化を図るために、このた

び施設の一部を改修するといったような内容になっているものでございます。 

  以上です。   
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○議長（大西 智君） ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 今説明いただきました通所型サービスＣ事業ですね、今の説明で言い

ますと、地域住民の誰もが気軽に利用できる場が必要だということでの施設整備なのだとい

うことなのですが、そうすると、こういった施設利用については、ここに書いているような

地域住民の誰もが気軽に利用できるというのはどういう形態のものなのか。形態というか、

気軽に利用できるといっても、勝手に行って、勝手にというわけにはいかないだろうと思う

のですね。その辺ちょっと、これまでの通所型サービスと、さらにどういう内容が充実して

いくのか、もう少し説明いただければと思うのですが。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） ただいまの、もう少し具体的なというような中身の質問かと

いうふうに認識いたします。 

  それで、まず洞爺湖町通所型サービスＣ事業というのはどのようなものなのだというとこ

ろで、事業の目的でございますけども、運動、栄養、口腔、認知機能等に関するリスクを抱

える高齢者に対しまして、通所による運動機能の向上ですとか、生活機能の改善を図り高齢

者の介護予防と福祉の向上に資することを目的といったものが、まずは事業の目的というこ

とでございます。 

  事業の対象者につきましてですが、事業の対象者は、要支援認定及び基本チェックリスト

による事業対象者で、地域包括支援センターの介護予防マネージメントにより必要とされる

ものとされているところでございます。 

主な事業の内容といたしまして、一つ目に送迎、二つ目として健康チェック、三つ目とし

て機能検査及び評価、四つ目といたしまして各機能向上に関する訓練及びレクリエーション、

最後に、その他介護予防に資する活動といったような事業の内容になっているところでござ

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） 分かりました。ちょっと確認ですけれども、病院内の施設をこういう

形で改装するわけですが、資料を見ますと、既存の病院内の透析室を改修するというふうに

なっているのですが、今、協会病院は透析患者も随分通っているのですけれども、透析の台

数もこれによって減ったりすることがあるのでしょうか。それだけ最後に。 

○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） まず、このたびの改修される一室の透析室でございますけれ

ども、病院のほうにおいては、まだ別に透析室がございまして、このたびの改修の部分につ

きましては、早い段階から未使用になっていた部屋だということで確認をしているところで

ございます。 

  以上です。  

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

○議長（大西 智君） これで質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありますか。 

〔「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８号令和３年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算についてを採

決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第８号令和３年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算については、

原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第９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９号令和３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。 

  武川副町長。 

○副町長（武川正人君） 議案書の23ページをご覧いただきたいと思います。 

  議案第９号令和３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。 

  議案第９号令和３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。 

  第１条でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出予算それぞれ256万4,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億3,281万5,000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。 

  事項別明細書の４ページ、５ページをご覧いただきたいと思います。 

  歳入でございます。 

  ４款１項１目繰越金でございます。前年度繰越金で256万4,000円の増でございます。 

  次に、６ページ、７ページ目、歳出をご覧いただきたいと思います。 

  ２款簡易水道施設費１項施設管理費１目簡易水道施設維持管理費でございます。10節需用

費で、洞爺地区第２配水池水位計の故障による修繕料143万円の増額でございます。 

４款１項１目予備費でございます。繰越金の残額113万4,000円を予備費に積むものでござ

います。 
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  以上、ご提案申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第９号令和３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９号令和３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10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10号令和３年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別

会計補正予算についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  武川副町長。 

○副町長（武川正人君） 議案書の26ページをご覧いただきたいと思います。 

  議案第10号令和３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１号）でござ

います。 

  議案第10号令和３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１号）は、次

に定めるところによる。 

第１条でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ674万8,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億8,553万7,000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。 

  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。 

  ３款１項１目繰越金でございます。前年度繰越金674万8,000円の増額でございます。 

  次に、６ページ、７ページ目、歳出をご覧いただきたいと思います。 
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   ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金でございます。18節負担金補助及び交付金で、

保険料と負担金524万1,000円の増額でございます。出納閉鎖期間収入分の保険料を納付する

ものでございます。 

   ４款１項１目予備費で150万7,000円の増額でございます。繰越金の残額を予備費に積むも

のでございます。 

  以上、ご提案申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第10号令和３年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計補正予算につい

てを採決いたします。 

  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10号令和３年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計補正予算につ

いては、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第11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11号令和３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。 

  武川副町長。 

○副町長（武川正人君） 議案書の29ページをご覧いただきたいと思います。 

  議案第11号令和３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３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。 

第２条、予算第３条収益的支出の予算額を次のように補正する。これにつきましては、最

後に補正予算に関する説明書でご説明いたします。 

第３条、予算第７条に定めた経費の金額を次のように改める。職員給与費を26万3,000円
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減額し、計2,511万2,000円とするものでございます。 

それでは、補正予算に関する説明書の３ページをご覧いただきたいと思います。 

１款水道事業費用１項営業費用３目総係費を26万3,000円減額し、４項１目予備費を26万

3,000円増額するものでございます。内容は、４月１日の人事異動による職員の会計間異動

に伴う給与費の減額によるものでございます。 

以上、ご提案申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第11号令和３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11号令和３年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算については、原

案のとおり可決されました。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

説明員については、退席いただいても結構でございます。 

（午後 １時３０分） 

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

○議長（大西 智君） 休憩を解きます。会議を再開いたします。 

（午後 １時３１分） 

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

◎意見書案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第15、意見書案第１号新型コロナ感染症対策の抜本的強化を求め

る意見書（案）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  立野議員。 

○５番（立野広志君） 意見書案について、これから読み上げて提案をさせていただきますの
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でよろしくお願いをいたします。 

  意見書案第１号。 

令和３年６月15日、洞爺湖町議会議長、大西智様。 

提出議員、立野広志。提出議員、今野幸子。 

  新型コロナ感染症対策の抜本的強化を求める意見書（案）について。 

  会議規則第９条第２項の規定により、上記議案を別紙のとおり提出します。 

  記。 

  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、新型コロナ

ウイルスワクチン接種担当大臣、経済再生担当大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、農林水

産大臣、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣、総務大臣。 

  本文です。 

新型コロナ感染症対策の抜本的強化を求める意見書（案）。 

 新型コロナウイルス感染拡大が長期化するもとで、北海道では全道に広がり、大型連休か

ら２週間で約３倍に急増し、札幌市などではきわめて深刻な事態になっています。政府や道

の対応の遅れは否めません。 

医療が逼迫するもとで、患者の死亡が増加しています。札幌市では、医療機関や宿泊療養

施設にも入れない自宅療養者が増加し死亡者が発生、若い世代への感染拡大が広がり30代の

死亡者も出ています。クラスターの発生が、老人ホーム、高齢者住宅など福祉施設、医療機

関、保育・幼稚園、障がい者事業所などへ拡大しています。 

長期にわたりくり返し営業時短・休業を強いられている飲食店や百貨店はもとより、そこ

への納入業者や食材生産者、運搬事業者など多くの関連事業者、ホテル・施設、観光・旅行

業者、交通事業者など幅広い業種で深刻な影響が出ています。 

さらに、パート・派遣社員が職を失い、アルバイトもなく、とりわけ一人親家庭の窮状は

深刻な実態に陥っています。 

よって、国においては、これまでと同様の対策の延長を改め、コロナ封じ込めを戦略目標

にすえ、抜本的に対策を強めるために、以下の内容を実施することを強く求めるものです。 

記。 

１、ワクチンの安全・迅速な接種のために、実態に即したロードマップ（行程）を示すと

ともに、安定したワクチンの供給と接種を行う自治体への万全の支援という、国の責任を果

たすこと。 

２、高齢者施設・医療機関などに対する社会的検査を抜本的に拡充するとともに、無症状

者に焦点をあてた大規模検査で感染を封じ込めること。 

３、自粛要請などで打撃をこうむっているすべての中小企業、個人事業主、労働者に対し

て十分な補償と生活支援を行うこと。文化・芸術関係の団体、フリーランスへの支援を抜本

的に強化すること。 

４、新型コロナ感染症を受け入れているか否かを問わず医療機関への減収補填を行い、医
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療体制への支援を強化すること。 

５、介護など高齢者施設への減収補填を行うこと。 

６、コロナ封じ込めと医療に多大な負荷と困難をもたらす東京五輪を中止すること。 

７、地方創生臨時交付金を再交付すること。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

令和３年６月15日、北海道虻田郡洞爺湖町議会議長、大西智。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、意見書案第１号新型コロナ感染症対策の抜本的強化を求める意見書（案）につ

いてを採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議あり」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議がありますので、起立により採決をいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大西 智君） 起立、少数です。 

したがって、意見書案第１号新型コロナ感染症対策の抜本的強化を求める意見書（案）に

ついては、否決されました。 

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

◎意見書案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第16、意見書案第２号地域医療構想を見直し、実情に応じた医療

体制の確立を求める意見書（案）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  立野議員。 

○５番（立野広志君） それでは、読み上げて提案させていただきます。 

  意見書案第２号。 

令和３年６月15日、洞爺湖町議会議長、大西智様。 



 

- 179 - 

提出議員、立野広志。提出議員、今野幸子。 

  地域医療構想を見直し、実情に応じた医療体制の確立を求める意見書（案）について。 

  会議規則第９条第２項の規定により、上記議案を別紙のとおり提出します。 

  記。 

  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、総務大臣。 

  本文を読み上げます。 

地域医療構想を見直し、実情に応じた医療体制の確立を求める意見書（案）。 

コロナ危機は、医療提供体制の脆弱さを露呈し、これまでの医療政策を見直し、根本的に

転換する課題が鮮明になりました。 

政府は、病床の機能分化と連携を強め、効率的な医療提供体制を構築するとして「地域

医療構想」を推進し、2015年から2025年の間に「高度急性期」を３万8,000床、「急性期」

を19万5,000床、合計で23万3,000床もの病床を削減しようとしています。 

安倍前首相は、推進策として①全国424の公立・公的病院のリストの公表、②集中的な財

政投入をおこなう「重点支援区域」の設定、③消費税財源を活用した「病床削減推進法」

などの追加策を打ち出しました。管首相への政権交代を機にさらに加速しています。 

そうした動きに対し、自治体や医療関係者の反発が広がっています。コロナ危機のもと

病床不足が深刻化、公表された医療機関の中に、コロナ対策に中心的な役割を果たす感染

症指定医療機関が含まれるなど、「地域医療構想」との矛盾が一気に高まりました。 

「病床削減推進法」の骨子を決めた社会保障審議会医療部会（20年12月25日）で、全国

知事会の代表は「（コロナ対応で）病床を確保しようと一生懸命努力しているさなか、相

手方の病院に、再編整理の話を持ちかけるなどまったくナンセンス」と発言。全国市長会

の代表も「このまま地域医療構想をすすめることは、医療崩壊を加速させるおそれがある」

との声をあげました。感染が急速に拡大し、「自宅待機の患者が死亡」「一般患者の手術

延期」「救急患者の受入抑制」「外来診療科の縮小」など、深刻な状況が広がっています。 

全国1,600の病院が加入する全国公私病院連盟の邊見公雄会長は、診療報酬の抑制や自治

体病院の統廃合によって医療に不可欠な「余裕」を奪い、感染症対策の専門家や診療科を

減らして、「効率至上主義」の医療政策を批判し、政策の根本的転換を訴えています。 

病床削減などを無理やり押し付ける「地域医療構想」の破綻は明白です。 

よって、国においては、必死にコロナ危機に立ち向かう自治体及び医療関係者などの声

を率直に受け止め、地域医療構想を見直し、実情に応じた医療体制を確立するように強く

求めるものです。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

令和３年６月15日、北海道虻田郡洞爺湖町議会議長、大西智。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（大西 智君） 説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 
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  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。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、意見書案第２号地域医療構想を見直し、実情に応じた医療体制の確立を求める

意見書（案）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。 

          〔「異議あり」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議がありますので、起立により採決をいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大西 智君） 起立、少数です。 

  したがって、意見書案第２号地域医療構想を見直し、実情に応じた医療体制の確立を求め

る意見書（案）については、否決されました。 

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

◎意見書案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第17、意見書案第３号保健師等の大幅増員・保健所機能の抜本的

強化を求める意見書（案）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  今野議員。 

○８番（今野幸子君） 意見書案第３号。 

  令和３年６月15日、洞爺湖町議会議長、大西智様。 

提出議員、今野幸子。提出議員、立野広志。 

  保健師等の大幅増員・保健所機能の抜本的強化を求める意見書（案）について。 

  会議規則第９条第２項の規定により、上記議案を別紙のとおり提出します。 

  記。 

  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、総務大臣。 

  保健師等の大幅増員・保健所機能の抜本的強化を求める意見書（案）。 

  新型コロナウイルスの感染拡大は、公衆衛生の最前線で奮闘する保健師を大幅に増員する

と同時に、保健所の機能強化を抜本的に改善する必要性が明らかになりました。 

保健所体制の脆弱さが社会問題になる中、総務省・厚労省による「保健所体制に関する自

治体調査」（20年９月）が行われ、特に強化が必要な内容として、76％の自治体が「保健師
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の増員」と回答しました。これを受けて政府は、２年間で900人を増やすとしています。１

保健所当たり４～６人の増員になりますが、これだけでは、現場の実態に即していません。 

保健師は、業務量の増加によって昼夜を問わず必死に奮闘しています。「土日も出勤」

「眠られない」「体調がおかしい」などの身体的苦痛に加えて、「搬送先が決まらない」

「命の選別をしているようで辛い」「入院できず在宅死した」などに直面、精神的負担が重

くなっている例もあります。 

保健所の体制は、1990年以降、「行政改革」により職員総数が約３万4,000人から約２万

8,000人に、なかでも医師数は４割以上も減少しています。拍車をかけたのが、94年、保健

所の管轄地域をそれまでより広域の二次医療圏と一致させるとした地域保健法の制定にあり

ます。94年に847あった保健所が、2020年には469と約半数に減っています。 

全国保健所長会が、20年３～４月に実施した実態調査によると、多くの政令指定都市が、

区ごとにあった保健所を１ヵ所に減少したことに伴い職員数も減少し、コロナ対応で保健所

が逼迫する事態を招いていること、あわせて、今後も新たなタイプの感染症が発生すること

を見据えて十分な人員を確保しておくことが重要であるとの回答を寄せています。さらに、

「保健所は健康危機管理の拠点であり、感染症だけでなく、毎年のように発生している地

震・水害などの災害時にも対応しなければならないが、通常業務で職員が手一杯になり、十

分な対応はできていない」「18年３月に、災害発生時に被災地で保健医療の情報集収や関係

機関との連絡調整を行う災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）の制度が新設されたが、

この訓練も十分に行えていない」とも回答し、災害を想定した人員配置を求めています。 

人員を削減し機能を弱体化させてきたことが、検査体制の遅れの要因にもなっているとの

指摘があります。 

よって、国においては、現瞬間のコロナ対策、今後の感染症拡大や災害を想定し、備えの

できる保健師等の増員・保健所機能の強化をはかるように、これまでの方針を抜本的に転換

することを強く求めます。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

令和３年６月15日、北海道虻田郡洞爺湖町議会議長、大西智。 

○議長（大西 智君） 説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 
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５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 意見書案第３号の意見書案について、賛成の立場で討論させていただ

きます。 

  ぜひ、もし仮に反対する方がいるのであれば、反対討論を私はすべきだと思いますが、実

は、これは北海道にとっても大変深刻な状況です。1997年に保健所が45か所ありましたが、

現在道内には26か所に減らされています。医師、保健師の人員体制含め、今は大変厳しい状

況となっています。感染症対策を弱めてきたということも、こういう保健所の減少などによ

る影響も出ています。 

  今後、充実強化すべきだと考えます。特に、このたびのコロナ感染対策といえば、ＰＣＲ

等の検査の手配を進めているのは保健所です。その保健所をこの間19か所も減らしてきた。

また保健所と衛生研究所の職員は、2005年度から今年度までの15年間で1,364人から1,134人

へと230人も減ってきています。2010年の政府の新型インフルエンザ対策総合会議報告書は、

保健所や地方衛生研究所などの人員体制の大幅な強化を求めるという提言まで出しています。

ところが北海道含め、全国で、人員体制の大幅な強化はされておりません。これまで保健所

の数も人員も削減され続けてきた。これは、国が行財政改革を進め、リストラ路線を進める

という流れの中でも行われてきているわけです。 

  政府はこれまで、公的医療機関を統廃合して診療報酬の削減で、常にベッドがいっぱいで

なければ病院の経営が成り立たないというぎりぎりの努力を現場に押しつけてきましたが、

同時に、こうした日常的な保健活動を進めていくための保健所も併せて削減をしてきたとい

うことですから、今ここにある危機を乗り越えるためには、今回提案されている保健師等の

大幅増員・保健所機能の抜本的強化はごく当然で、この議会としてもぜひ国に対して要望す

べき内容だというふうに考えております。ということを理由にして、この意見書案について

は賛成をいたします。 

○議長（大西 智君） これで、討論を終了いたします。 

  これから、意見書案第３号保健師等の大幅増員・保健所機能の抜本的強化を求める意見書

（案）についてを採決いたします。 

  この採決は、起立によって行います。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

          〔賛成者起立〕 

○議長（大西 智君） 起立、少数です。 

  したがって、意見書案第３号保健師等の大幅増員・保健所機能の抜本的強化を求める意見

書（案）については、否決されました。 

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

◎意見書案第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第18、意見書案第４号地方財政の充実・強化に関する意見書（案）

についてを議題といたします。 
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  提出者の説明を求めます。 

  石川議員。 

○１０番（石川邦子君） 読み上げまして、ご提案を申し上げます。 

  意見書案第４号。 

令和３年６月15日、洞爺湖町議会議長、大西智様。 

提出議員、石川邦子。 

賛成議員、大久保富士子。同じく賛成議員、下道英明。 

  地方財政の充実・強化に関する意見書（案）について。 

  会議規則第９条第２項の規定により、上記議案を別紙のとおり提出します。 

  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣、

内閣府特命担当大臣（地方創生）、内閣府特命担当大臣（経済財政政策担当）。 

  次のページです。 

地方財政の充実・強化に関する意見書（案）。 

 新型コロナウイルスにより、いま地方自治体には新たに多くの行政需要が発生しています。

ワクチン接種体制の構築、防疫体制の強化、「新しい生活様式」への変化を余儀なくされた

町民の日常生活から発生する問題など、あらゆる課題に即時の対応が求められています。そ

れと同時に、医療・介護など社会保障への対応、子育て支援策の充実、地域交通の維持・確

保など、少子・高齢化の進展とともに、従来からの行政サービスに対する需要も、これまで

以上に高まりつつあります。しかし現実に公的サービスを担う人材は不足しており、疲弊す

る職場実態にある中、近年多発している大規模災害、またデジタル・ガバメント化への対応

も迫られています。 

 こうした地方の財源対応について、政府はいわゆる「骨太方針2018」に基づき、2021年度

の地方財政計画までは、2018年度の地方財政計画の水準を下回らないよう、実質的に同水準

を確保してきました。しかし、新型コロナウイルスへの対応により巨額の財政出動が行われ

るなか、2022年度以降の地方財源が十分に確保できるのか、大きな不安が残されています。 

 このため、2022年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、コロナ禍によるあらたな

行政需要なども把握しながら、歳入・歳出を的確に見積もり、地方財政の確立をめざすよう

政府に以下の事項の実現を求めます 

 記。 

 １、社会保障、防災、環境、地域交通、人口減少、デジタル化対策など、増大する地方自

治体の財政需要を的確に把握し、これに柔軟に対応し得る地方一般財源総額の確保をはかる

こと。 

  ２、新型コロナウイルス対策として、ワクチン接種体制の構築、感染症対応業務を含めた、

より全体的な体制・機能の強化、その他の新型コロナウイルス対応事業、また地域経済の活

性化まで踏まえた、確実な財源措置をはかること。 

  ３、子育て、地域医療の確保、介護や児童虐待防止、生活困窮者自立支援など、急増する
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社会保障ニーズが自治体の一般行政経費を圧迫していることから、地方単独事業分も含めた

十分な社会保障関連経費の拡充をはかること。また人材を確保するための自治体の取り組み

を支える財政措置を講じること。 

  ４、地域間の財源偏在性の是正にむけては、偏在性の小さい所得税・消費税対象に国税か

ら地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な改善を行うこと。 

  また、コロナ禍において固定資産税の軽減措置等が行われたことはやむを得ないものの、

各種税制の廃止、減税を検討する際には、地方６団体などを通じて、自治体の意見や財政に

与える影響を十分検証した上で、代替財源の確保をはじめ、財政運営に支障が生じることが

ないよう対応をはかること。 

    ５、地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、小規模自治体に配慮した

段階補正の強化など対策を講じること。 

６、地方交付税の法定率を引き上げるなど、引き続き臨時財政対策債に頼らない地方財政

の確立に取り組むこと。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

  令和３年６月15日、北海道虻田郡洞爺湖町議会議長、大西智。 

  以上です。よろしくお願い申し上げます。 

○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。 

  質疑はありませんか。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 今提案いただいた、地方財政の充実・強化に関する意見書（案）です

が、全体的な内容としては理解できるのですが、中身的に大変表現が難しくて、どういうふ

うにこれは解釈していいのかというところがちょっと見えないところもあるので、その点に

ついて説明を、説明できるところでいいですから、説明いただきたいと思うのですが、１項

目目の地方一般財源総額の確保をはかるという意味合いなのですね。まずこれは、頭のほう

には社会保障、防災、環境、地域交通、人口減少、デジタル化対策ということで、これに柔

軟に対応する地方一般財源総額という表現を使っているのですけれども、これは何を指して

いるのかというのをもうちょっと説明いただければと思います。 

  それから４項めの、これは今までの表現と若干違うなと思ったのですが、コロナ禍で固定

資産税の軽減措置が行われたことはやむを得ないと、やむを得ないというか、私にとってみ

れば、これは当然のことだなと思ってはいるのですが、その次に、各種税制の廃止、減税を

検討する際は、地方６団体に意見を求めて十分検証してくださいということなのですが、こ

の文章的にいうと、税制の廃止や減税というものも、今、国が進めている方向を容認するも

のなのか、それとも、そうではなくて、どういう意味合いのものでこれ書いてあるのか、そ

の辺の解釈の仕方が、私は若干ここだけよく分からなかったのですよね。 

  この２項について、分かる範囲でいいのですが、まず説明いただきたいと思います。 
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○議長（大西 智君） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） まず１点目でございますけれども、これは１番のところですね。 

  ここのところの社会保障関連、地方の単独事業が増加しているにもかかわらず、この財源

が十分に確保されていないというところで、このことに関しての意見でございますので、

ちょっと詳しくは説明できませんけれども、ご理解いただきたいと思います。地方がとにか

く財源増加していることを、地方にばかり負担させないでほしいということの意見書でござ

います。 

  次のところ、何番でしたか。４番。今回の措置といいますか、国と地方の税制配分といい

ますか、国税は６割、地方税は４割に対して、支出のほうが、国の支出が４割で地方が６割

と逆転している現象について検証すべきだということを、地方６団体などを通して自治体の

意見を国に申し上げたいというか、そういうことでございます。ちょっと急だったものです

から、もうちょっと詳しく、そういうことでご理解はいただきたいのですが、よろしくお願

いいたします。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） すいませんね、急で。ただ、私、意味合いとしてはすごく重複して書

いてあるなという気がするのですよ。例えば最後のほうに、要は、地方交付税の配分率含め

て、やはり財源保障機能というのを、こういう財源の少ない地方自治体に対して重く置いて

くれというようなことも含めて、それに係る基準財政需要額があるわけですから、そういっ

たものをしっかりと確保していただきたいということなのだろうと思うのです。だから、そ

れを改めて１番からずっと３番くらいまで書いているわけなのですけれども、最後にやっぱ

り地方交付税の在り方、配分の仕方そのものを今の地方の実態に合わせて進めるべきだし、

コロナ対策も含めて確実な財源措置をしてほしいということなのだと思うのです。 

  私、最初、先ほど提案した意見書（案）の第１号の中にも関わる中身なものですから、提

出者自身がどうお考えなのかということを伺ったのですけれども、答弁なければないでもい

いですが、一応そういうことで確認させていただきます。 

○議長（大西 智君） 答弁はどうしますか。 

石川議員。 

○１０番（石川邦子君） 地方財政と社会保障の重要性、直接国に訴えるということで、一つ

でも多くの議会がこういうことの採択を進めることを通じて地方財政の確立を目指すという

ことで、地方交付税はもちろんのことですけれども、そういうことでこういった意見を提出

するということは大変重要なことだと思っております。 

  以上です。 

○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） これで質疑を終了いたします。 

  これから、討論を行います。 
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  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、意見書案第４号地方財政の充実・強化に関する意見書（案）についてを採決い

たします。 

  お諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、意見書案第４号地方財政の充実・強化に関する意見書（案）については、原

案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第19、意見書案第５号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策

の充実・強化を求める意見書（案）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） それでは、読み上げて提案させていただきます。 

  意見書案第５号。 

令和３年６月15日、洞爺湖町議会議長、大西智様。 

提出議員、千葉薫、同じく大屋治、同じく篠原功、同じく立野広志、同じく石川邦子、同

じく板垣正人でございます。 

  林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書（案）について。 

  会議規則第９条第３項の規定により、上記議案を別紙のとおり提出します。 

  記。 

  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、

農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、復興大臣。 

  裏面をご覧ください。 

林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書（案）。 

 本道の森林は全国の森林面積の約４分の１を占め、国土保全、地球温暖化防止、林産物の

供給等の多面的機能の発揮が期待されており、これらの機能を十分に発揮させるためには、

「植えて育てて、伐って使って、また植える」といった森林資源の循環利用を進める必要が

ある。 

  森林の整備を進め、木材を積極的に利用していくことは、山村地域を中心とする雇用・所

得の拡大による地方創生にも大きく貢献するものである。さらに、2050年までには温室効果

ガスの排出量を実質ゼロとする国の目標の達成に向けて、伐採後の着実な植林による森林の
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若返りや長期間炭素を固定する木材利用の促進など、全国一の森林資源を有する北海道が森

林吸収源対策を積極的に推進する責務を担うことが必要である。 

  道では、森林の公益的機能の維持増進と森林資源の循環利用の実現に向け、森林整備事業

及び治山事業や林業成長産業化総合対策事業等を活用し、植林・間伐や路網の整備、山地災

害の防止、木造公共施設の整備、林業事業体の育成など、様々な取組を進めてきたところで

ある。 

  本道の森林を将来の世代に引き継いでいくため、活力ある森林づくりや防災・減災対策を

さらに進め、森林資源の循環利用による林業・木材産業の成長産業化が実現できるよう、施

策の充実・強化を図ることが必要である。 

  よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。 

  記。 

  １、森林の多面的機能を持続的に発揮し、2050年カーボンニュートラルの実現に貢献する

ため、適切な間伐と伐採後の着実な再造林の推進に必要な森林整備事業予算や、防災・減災

対策の推進に必要な治山事業予算を十分に確保すること。 

  ２、森林資源の循環利用を通じて、林業・木材産業の成長産業化を実現するため、ＩＣＴ

等の活用による林業イノベーションの推進、生産・流通体制の強化、都市の木造化などによ

る道産木材の販路拡大、森林づくりを担う人材の育成などに必要な支援を充実・強化するこ

と。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

令和３年６月15日、北海道虻田郡洞爺湖町議会議長、大西智。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、意見書案第５号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求め

る意見書（案）についてを採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 
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  したがって、意見書案第５号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求

める意見書（案）については、原案のとおり可決されました。 

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

◎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９月の定例日の前日までは休会となっておりますので、ご承知願います。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

（午後 ２時１８分） 
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