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洞 爺 湖 町 議 会 令 和 ３ 年 ９ 月 会 議 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

令和３年９月１４日（火曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 同意第 ６号 洞爺湖町表彰条例に基づく同意について 

日程第 ３ 報告第 ６号 健全化判断比率の報告について  

      報告第 ７号 資金不足比率の報告について 

日程第 ４ 報告第 ８号 株式会社グリーンステイ洞爺湖の経営状況の報告について 

日程第 ５ 議案第１２号 洞爺湖町議会議員及び洞爺湖町長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例の制定について 

日程第 ６ 議案第１３号 洞爺湖町観光情報センター設置条例の制定について 

日程第 ７ 議案第１４号 指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準等の一部改正に伴う関係条例の整理について 

日程第 ８ 議案第１５号 洞爺湖町国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正につ

いて 

日程第 ９ 議案第１６号 洞爺湖町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例

の一部改正について 

日程第１０ 議案第１７号 西いぶり広域連合規約の一部変更について 

日程第１１ 議案第１８号 洞爺湖町過疎地域持続的発展市町村計画の策定について 

日程第１２ 議案第１９号 工事請負契約の締結について（洞爺湖温泉大通り線舗装工事） 

日程第１３ 議案第２０号 令和３年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第３号） 

日程第１４ 議案第２１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

２号） 

日程第１５ 議案第２２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２号） 

日程第１６ 議案第２３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２

号） 

日程第１７ 行政報告について 

日程第１８ 議案第２４号 洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正について 

日程第１９ 認定第 １号 令和２年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算の認定について 

      認定第 ２号 令和２年度虻田郡洞爺湖町一般会計決算の認定について 

      認定第 ３号 令和２年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計決算の認定につ

いて 

      認定第 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決算の認定に



－116－ 

ついて 

      認定第 ５号 令和２年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計決算の認定について 

      認定第 ６号 令和２年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計決算の認定につ

いて 

      認定第 ７号 令和２年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計決算の認定に

ついて 

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

本日の会議に付した事件 

日程第１～日程第19まで議事日程に同じ 

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

出席議員（１２名） 

  １番   越 前 谷  邦  夫  君        ２番   大 久 保  富 士 子  君 

  ３番   篠  原     功  君    ４番   大  屋     治  君 

５番   立  野  広  志  君    ６番   五 十 嵐  篤  雄  君 

７番   千  葉     薫  君    ８番   今  野  幸  子  君 

９番   下  道  英  明  君   １０番   石  川  邦  子  君 

１１番   板  垣  正  人  君   １２番   大  西     智  君 

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

欠席議員（０名） 

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

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 真  屋  敏  春  君 副 町 長 武  川  正  人  君 

総務部長 佐  野  大  次  君 経済部長 若  木     渉  君 

洞爺総合

支 所 長 
高  橋  秀  明  君 総務課長 高  橋  謙  介  君 

危機管理

室 長 
仙  波  貴  樹  君 

税務財政

課 長 
藤  岡  孝  弘  君 

住民課長 後  藤  和  郎  君 
健康福祉

課 長 
高  橋  憲  史  君 

健康福祉

ｾ ﾝ ﾀ ｰ 長 
金  子  信  之  君 

観光振興

課 長 
田  仁  孝  志  君 
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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 環境課長 佐 々 木     勉  君 

上下水道

課 長 
篠  原  哲  也  君 庶務課長 兼  村  憲  三  君 

農業振興

課 長 
片  岸  昭  弘  君 

会 計 

管 理 者 
金  子  真 優 美    君 

教 育 長 皆  見     亨  君 管理課長 末  永  弘  幸  君 

社会教育

課 参 事 
角  田  隆  志  君 

社会教育

課 長 
野  呂  圭  一  君 

代表監査

委 員 
山  口  芳  行  君   

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

職務のため出席した者の職氏名 

事務局長 佐  藤  久  志 書 記 阿  部  は る か 

庶 務 係 木  村  暁  美   
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────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（大西 智君） 皆さん、おはようございます。 

  現在の出席議員は12名であります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

  （午前１０時００分）   

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

◎会議録署名議員の指名について 

○議長（大西 智君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員には、会議規則第120条の規定により、１番、越前谷議員、２番、大久保

議員を指名いたします。 

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

◎同意第６号の上程、説明、質疑、採決 

○議長（大西 智君） 日程第２、同意第６号洞爺湖町表彰条例に基づく同意についてを議題

といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  武川副町長。 

○副町長（武川正人君） 議案書の１ページをお開き願います。 

   同意第６号洞爺湖町表彰条例に基づく同意についてでございます。 

洞爺湖町表彰条例第３条の規定に基づき、下記の者を表彰することにつき、議会の同意を

求めるものでございます。  

まずお一人目、洞爺湖町旭町76番地の吉田聡氏、続きまして、洞爺湖町成香119番地の４、

岩原義美氏、洞爺湖町洞爺町54番地の京谷常美氏、洞爺湖町洞爺町135番地の小山忠氏の4名

でございます。 

それでは、ご功績の概要等を説明させていただきますので、議案説明資料の１ページをご

覧ください。 

まず、吉田聡氏、69歳でございます。 

平成10年から令和３年まで23年の永きにわたり、商工会役員として地域経済の向上と発展

に寄与され、その間、商工部会長、経営改善普及事業推進委員長などを歴任し、特に各種事

業においては会員の意見集約を図り、各部会の連携や調整役として奔走されるとともに、地

域活性化事業に積極的に取り組まれるなど、地域経済の向上と発展に多大なるご貢献をされ

た功績によるものでございます。条例第３条第２号の産業の振興、経済発展等に対する功績

であり、基準年数が20年以上でありますことから、功労表彰に該当するものでございます。 

続いて、岩原義美氏、72歳でございます。 

平成９年から令和３年まで23年余の永きにわたり、教育委員会委員として学校教育の充実

や町民の生涯学習の推進及び芸術文化の振興に尽力され、特に、学校の統廃合では、地域の
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声に耳を傾け、意見集約と円滑な統廃合の実施に力を傾注され、また縄文遺跡の世界遺産登

録に取り組まれるなど、教育行政の振興発展に多大なる貢献をされたご功績によるものでご

ざいます。条例第３条第５号の教育文化体育の振興の功績であり、基準年数が20年以上であ

りますので、功労表彰に該当するものでございます。 

続いて、京谷常美氏、72歳でございます。 

平成元年から令和３年までの32年の永きにわたり、洞爺消防団及び洞爺湖消防団員として

幾多の災害に対し、常に第一線に立ち奮闘し、各種の災害から住民の生命、身体、財産等の

保護に大きく貢献されたご功績によるものでございます。条例第３条第６号の地方自治の振

興に対するご功績であり、基準年数が30年以上でありますので、功労表彰に該当するもので

ございます。 

また、京谷氏においては、昭和62年から現在まで34年の永きにわたり、農業委員会委員と

して適正な事務の執行に尽力されるとともに、平成22年からは会長として、組織の円滑な運

営に努められ、地域農業の向上と発展に多大な貢献をされている方でもございます。 

  １ページめくっていただきまして、２ページになります。 

  小山忠氏、60歳でございます。 

  平成２年から令和２年までの30年余の永きにわたり、洞爺消防団及び洞爺湖消防団員とし

て幾多の災害に対し、常に第一線に立ち奮闘し、各種の災害から住民の生命、身体、財産等

の保護に大きく貢献をされたご功績によるものでございます。条例第３条第６号の地方自治

の振興に対する功績であり、基準年数が30年以上でありますので、功労表彰に該当するもの

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が、確認程度の質疑としたいと思いますが、質疑ありますか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

   ここで、お諮りいたします。 

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

せんか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。  

   したがって、討論を省略することに決定いたしました。 

   これから、同意第６号洞爺湖町表彰条例に基づく同意についてを採決いたします。 

   この採決は、起立によって行います。 

本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

               〔賛成者起立〕 

○議長（大西 智君） 起立全員であります。  
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    したがって、同意第６号洞爺湖町表彰条例に基づく同意については、同意することに決定

いたしました。 

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

◎報告第６号及び報告第７号の一括上程、説明、質疑  

○議長（大西 智君） 日程第３、報告第６号健全化判断比率の報告について及び報告第７号

資金不足比率の報告についてを一括して議題といたします。 

   一括して報告を求めます。 

   武川副町長。 

○副町長（武川正人君） それでは、議案書の２ページをお開き願いたいと思います。 

報告第６号、報告第７号を一括してご報告させていただきます。 

   初めに、２ページの報告第６号健全化判断比率の報告についてでございます。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和２年度決算に

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

ます。  

    １ページめくっていただきまして、３ページをご覧いただきたいと思います。 

健全化判断比率の状況でございます。 

実質赤字比率並びに連結実質赤字比率は発生をしてございません。実質公債費比率は

10.9％、将来負担比率は42.1％となってございます。 

続いて、４ページの報告第７号資金不足比率の報告についてでございます。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定により、令和２年度決算に

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

のでございます。  

１ページをめくっていただきまして、５ページをご覧ください。 

水道事業会計、公共下水道事業特別会計、簡易水道事業特別会計の３会計いずれも、資金

不足比率は発生してございません。 

以上、２件一括してご報告をさせていただきます。 

○議長（大西 智君） 説明を終わります。 

  これから質疑を行います。質疑はありますか。  

               〔「なし」と言う人あり〕  

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。  

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

ついてを終わります。  

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

◎報告第８号の上程、説明、質疑 

○議長（大西 智君） 日程第４、報告第８号株式会社グリーンステイ洞爺湖の運営状況の報

告についてを議題といたします。 
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    報告を求めます。  

    武川副町長。  

○副町長（武川正人君） 議案書の６ページをご覧いただきたいと思います。 

報告第８号株式会社グリーンステイ洞爺湖の経営状況の報告について。 

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

１ページめくっていただきまして、７ページをご覧いただきたいと思います。 

第31期の事業報告。 

期間につきましては、令和２年４月１日から令和３年３月31日となってございます。 

８ページ、９ページは会社の概要となりますが、ここは省略をさせていただきます。 

10ページをご覧いただきたいと思います。 

こちらに事業の概要を記載してございます。 

当期は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う昨年４月から５月の国の緊急事態宣言の発

令により、グリーンステイにおいても４月から５月まで一時休業し、６月１日から10月31日

まで５か月間、153日間の短縮営業といたしました。中段を省略させていただきまして、当

期の年間利用者の数は１万3,689人、前年比90.8％、約1,300人の減となっている状況です。 

１ページめくっていただきまして、11ページをご覧ください。 

11ページに、直近５か年の利用状況を記載しておりますのでご覧いただきたいと思います。 

10ページに戻っていただきまして、経営面では、令和２年度の売上総利益は2,012万6,000

円、販売費及び一般管理費などの経費は2,327万6,000円、うち原価償却369万4,000円となり、

いわゆる本業部分では315万円の営業損出となりますが、営業外収益として雑収入が236万

4,000円、うち持続化給付金200万円を加算し、本業と本業外を合わせた決算では、経営損出

78万5,000円となってございます。 

続きまして、14ページの貸借対照表をご覧いただきたいと思います。 

令和３年３月31日現在の貸借対照表でございます。 

左側が資産の部、右側が負債と純資産の部となってございます。 

まず、左側の資産の部でございますが、流動資産で現金及び預金、商品、前払費用の合計

で6,347万947円となってございます。固定資産でございますが、有形固定資産が、建物から

一括償却資産まで合わせまして2,923万8,380円、無形の固定資産でございますが、借地権

3,351万8,500円となってございます。投資その他の資産で、出資金と預託金を合わせまして

５万3,080円、資産の部の合計が１億2,628万907円となってございます。 

   右側の負債の部でございます。流動負債が、預り金と未払消費税で44万6,620円、それか

ら純資産の部でございますが、資本金が１億4,950万円、利益余剰金として繰越利益余剰金

がマイナス2,366万5,713円となってございます。これによりまして、純資産の部の合計が１

億2,583万4,287円、負債と純資産を合わせたものが１億2,628万907円となっているところで

ございます。 

続きまして、１ページめくっていただきまして、15ページをご覧いただきたいと思います。 
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こちらにつきましては、令和２年４月１日から令和３年３月31日までの損益計算書でござ

います。 

純売上高につきましては、キャンプ場利用収入からごみ処理手数料まで、合わせまして

2,157万9,721円、売上原価につきましては、期首の棚卸高、それから商品仕入高、それに期

末の棚卸高を合わせまして145万3,327円、売上総利益が2,012万6,394円となってございます。

販売費及び一般管理費は2,327万6,353円、営業損失が314万9,959円となってございます。 

次に、営業外収益は、受取利息及び雑収入で236万4,097円、差し引きいたしまして、計上

損出が78万5,862円となり、同額が当期の純損出となっているところでございます。 

16ページ及び17ページの説明は、省略をさせていただきます。 

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８号株式会社グリーンステイ洞爺湖の運営状況の報告についてを終わりま

す。 

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

◎議案第12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12号洞爺湖町議会議員及び洞爺湖町長の選挙におけ

る選挙運動の公費負担に関する条例の制定についてを議題といたします。  

    提案理由の説明を求めます。  

    武川副町長。  

○副町長（武川正人君） 議案書の18ページをご覧いただきたいと思います。 

  議案第12号洞爺湖町議会議員及び洞爺湖町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する

条例の制定について。 

洞爺湖町議会議員及び洞爺湖町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例を次の

ように定めるものでございます。 

本条例の趣旨でございます。 

 全国町村会、議長会等の要望を受けまして、経費のかからない制度、候補者の選挙運動の

機会均等といった町村の選挙における立候補に係る環境の改善のために、令和２年に公職選

挙法が改正され、市と同様に町村における選挙の公費負担が可能となり、令和２年12月より

施行されたところでございます。 

 これに伴いまして、全国的に条例制定の動きがあることから、当町においても他市町との

選挙運動の機会や立候補に係る環境の均衡を保つため、洞爺湖町議会議員及び洞爺湖町長の

選挙における選挙運動の公費負担に関する条例を制定するものでございます。 

 条立ての順にご説明をさせていただきたいと思います。 
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 第１条をご覧ください。 

 こちらにつきましては、公職選挙法の規定に基づき、議会議員選挙及び町長選挙における

選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成に係る公費負

担に関して定めることを規定したものでございます。 

 続きまして、第２条をご覧ください。 

 第２条は、選挙運動用自動車の使用の公費負担については、法令に準じて告示の日から投

票の前日までの期間を対象に、１日当たり上限を６万4,500円としておりますが、候補者が

供託金を没収されない場合に限ると規定してございます。 

 １ページをめくっていただきまして、第３条。 

 こちらは、選挙運動用自動車の使用に当たっての有償契約の締結と選挙管理委員会への届

出について規定したものでございます。 

 続きまして、第４条。 

公費負担額及び支払手続について定めており、第１号についてはハイヤー事業者等からの

借り上げによる場合、第２号については個別に車両を借り上げる場合を規定してございます。

ハイヤー等の借り上げを行った場合は、１日当たり６万4,500円、個別に車両の借り上げを

行った場合は、車両費が１日当たり１万5,800円、燃料費が１日当たり7,560円、運転手の報

酬が１日当たり１万2,500円を上限とするものでございます。 

 20ページの第５条でございます。 

 こちらは、選挙運動用自動車の使用に関する契約が複数ある場合には、いずれか一つの契

約を対象とする規定でございます。 

 20ページの下の段、６条から８条では、選挙運動用ビラの作成に係る公費負担について定

めており、選挙運動用自動車と同様に、公費負担の上限額、契約の締結と届出等に関し、法

令に準じて規定をしてございます。公費負担の上限は、１枚当たり作成単価７円51銭、作成

枚数については公職選挙法第142条に規定する枚数と規定しており、議会議員選挙が1,600枚、

町長が5,000枚となります。 

 ページをめくっていただきまして、21ページ。 

こちらの第９条から第11条には、選挙運動用ポスターの作成に係る公費負担について定め

ており、公費負担の上限額、契約の締結と届出等に関して規定をしてございます。選挙運動

用ポスターの作成に関しては、法令の規定と過去の選挙におけるポスター印刷費用等、他市

町の事例等を参考に、町独自の基準として定めてございます。公費の上限については、作成

枚数をポスター掲示板の数とし、１枚当たりの単価を第１条に規定してございます。現在の

ポスター掲示場は50か所となっており、この規定により算定される１枚当たりの作成単価の

上限は1,926円となります。 

22ページの第12条は、委任規定でございます。 

附則第１項は、施行期日で、この条例は、公布の日から施行するとしてございます。 

附則の第２項は、適用区分として、この条例の規定は、この条例の公布の日以後、初めて



－124－ 

その期日を告示される選挙から適用するものとしてございます。 

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12号洞爺湖町議会議員及び洞爺湖町長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例の制定についてを採決いたします。 

お諮りいたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第12号洞爺湖町議会議員及び洞爺湖町長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第13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13号洞爺湖町観光情報センター設置条例の制定につ

いてを議題といたします。  

    提案理由の説明を求めます。  

    武川副町長。 

○副町長（武川正人君） 続きまして、議案書は23ページでございます。23ページをお開きい

ただきたいと思います。 

  議案第13号洞爺湖町観光情報センター設置条例の制定について。 

  洞爺湖町観光情報センター設置条例を次のように定めるものでございます。 

  初めに、現状の洞爺湖町観光情報センターを取り巻く環境と設置条例の制定をご提案させ

ていただきます理由等についてご説明をいたします。 

  普通財産として、当センターの１階部分は、道南バスターミナル、洞爺湖温泉観光協会、

洞爺ハイヤーが営業され、２階には洞爺湖町商工会、ＮＰＯ法人洞爺にぎわいネットワーク

の利用、また、町の観光情報発信としての展示コーナーなども設けられております。一方で

行政財産として、洞爺湖町温泉支所、洞爺湖町立みずうみ読書の家が業務を行っており、さ

ら３階にはサミット記念館、ユネスコ世界ジオパークの展示があり、不特定多数の方々が見

学することができる利用が図られており、行政財産及び普通財産の活用が混在する複合的な

施設となっている状況でございます。 
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  このような状況の中、現在まで観光情報センターは町民利用を目的とした建物ではないこ

と、また、各団体が様々に使用する実態等を鑑み、公の施設としての設置条例を制定してい

なかったところでございます。 

しかしながら、観光情報センターを利用する各団体は、町民が必要とする情報や利用する

ことによる公共の福祉に寄与するものであること、また、サミット記念展示やジオパーク展

示等は、町民の学習機会の提供に寄与している状況から、このたび洞爺湖町観光情報セン

ター設置条例の制定をご提案するものでございます。 

  それでは、条立ての順にご説明をさせていただきます。 

  23ページをご覧ください。 

  第１条は、洞爺湖町観光情報センターは、町の地域振興と産業の活性化及び観光交流の拠

点として設置することを規定するものでございます。 

  第２条は、名称及び位置。 

第３条は、１号から３号までの業務を行うこと。 

また、第４条は、開館時間及び休館日を規定するもの。 

第５条は、公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めるときなどは、利用を制

限する。第１号から第５号の場合を規定するもの。 

第６条は、損害賠償。 

第７条は、目的外使用。 

第８条は、規則への委任を規定するもので、８条立ての条例としているものでございます。 

附則において、施行期日を令和３年10月１日からと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。 

９番、下道議員。 

○９番（下道英明君） まずは、今回この観光情報センター設置条例の議案は、昨年12月に、

私、一般質問でご指摘をさせていただきまして、ご検討いただき、上程していただいたこと

は本当にありがとうございます。その間、一般質問後、課長のほうからも議案提出の準備の

進捗状況については説明を受けていたところでございます。 

そういった点では前進したのかなと思うのですが、ただ、残念なのは、事前に条例説明が

経済常任委員会だけにされていたと。総務常任委員会は本来、所管を変えると洞爺湖温泉支

所が変わってくるわけで、総務常任委員会においては、洞爺湖温泉支所も係る事案でござい

ますので、そういった点で、経済だけではなくて、なぜに総務常任委員会のほうにも、改正

案ではないわけですから、説明がなかったのか。これがまず第１点。 

あと、二つ目は、ちょっと細かくて申し訳ございません。やはり自分も大変思い入れのあ

る条文なものですから、第１条の説明の条文には、この条例の名称というのが、観光情報セ

ンター設置となっているのに、条文の最初の１条の項目ところが「洞爺湖町の地域振興と産



－126－ 

業活性化で」ということで、あと結びに「観光交流の拠点」というふうになっているのです

よね。そういった点で、この施設のメインというのは、あくまでも観光情報であって、附属

施設として地域振興のための洞爺湖温泉支所と観光振興課が入居し、産業活性化として、今、

副町長の説明があったように、商工会、ＮＰＯ法人が入居しているということなのですが、

文言の整理で申し訳ないのですけれども、やはり設置条例の主たるものは観光交流の拠点と

いうことを考えれば、本来、文言の順番がちょっと違うのではないかというのが２点目。 

３点目なのですけれども、設置条例の条例に対して、施設の設置及び管理に関する事項を

定める条例であるということですから、本来は一部改正ではなくて、設置条例するというこ

とは根拠法令をやはり明記すべきではないのかなと。具体的には、地方自治法第244条の、

いわゆる公の施設の中の244条の２、公の施設の設置管理及び廃止ということですよね。こ

れは、当然、議案を上程していただいているわけですから、あえて言うこともないのですが、

「普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公

の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない」とありま

す。当然この根拠条例を私は入れるべきだと。 

先ほどの審議で可決しました議案第12号の公職選挙法のときも、見ていただければ、18

ページのところにもありますけれども、最初のところで、「趣旨、第１条、この条例は、公

職選挙法」云々という形で、最初に、普通は、一部改正ではなくて設置する新しい条例の場

合は、必ず根拠条例を普通は書いて、その後、設置ということになってくると思うので、そ

ういう点では、第１条の設置の前に、本来ですと根拠条例を示さないとやはり不備がある疑

念がある議案というふうに、私としては感じているのですけれども。これは、インターネッ

トでみんな見ているものなので、いろいろな方が見ていらっしゃると思うのですが、そう

いった点で、本来の条例改正の場合は別ですけれども、新しく議案を上程するということに

なれば、やはり根拠条例、先ほどの議案12号と一緒にお示しをしなければいけないのではな

いかと、この点が３点目。 

４点目ですけれども、これは確認なのですが、業務の第３条、「センターは次の事業を行

う」と書いてございます。コロナ禍で町の地域振興、産業活性化、観光の交流拠点として設

置したと１条のほうでは述べておりますけれども、そうすると、推測するに、地域振興、商

工会等、これは産業活性化と、あるいは観光協会、バスターミナルというのは観光交流の拠

点施設ということで考えていくと、３条の文言なのですけれども、「地域振興のための活動

の支援、観光情報の発信、その他センターの設置目的を達成するために必要な事業」という

ことで、施設と条文に対する該当がちょっと曖昧な形がするので、ここは議会ですから、あ

る面では地方自治体の立法なので、そこら辺のところは、条例をされるときには不備があっ

てはいけないと思うので、そういった点で、まずこの４点のご見解をお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（大西 智君） 武川副町長。 

○副町長（武川正人君） まず、１点目でございます。所管が条例の制定に係る部分について
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は、両委員会に当然説明すべきだったというふうに思っております。申し訳なく思っており

ます。総務常任委員会への説明がされなかったということで、大変申し訳なく思ってござい

ます。 

  それから、順番でございます。第１条の順番でございますけれども、どちらを優先すべき

主たるものということでなしに、地域振興を含めて、先ほども提案理由の中でお話しさせて

いただきましたけれども、非常に当初設置したものとは違うような形で、財産もそうですけ

れども、活用自体が多岐にわたっているということがございますので、この書きぶりにつき

ましては、地域振興、産業の活性化及び観光交流の拠点という書きぶりにしたところでござ

います。これと連動させるということで、先ほど第３条のご指摘がございましたけれども、

こちらについても、号立てでやっているのが必ずしも上位、それから１番、２番ということ

ではないのですけれども、やはり町としては観光振興の情報発信というのはもちろんでござ

いますけれども、地域振興というのを町の大きな柱にしてございますので、そういうような

書きぶりにしたということでございます。 

  それから、根拠法令を明記すべきではないかということでございますけれども、当然なが

ら、公の施設については条例を設置するということになってございますので、その部分の書

きぶりについては、冒頭の根拠に当たる公の施設の条文を入れておりませんけれども、この

分については、公の施設の条例設置ということで今回提案をさせていただいておりますので、

根拠になります条文は記載してございませんけれども、この条例については、瑕疵がある、

設置条例として何か不都合があるということはないものというふうに認識しているところで

ございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） １番目のほう、お話がありまして、両委員会に対して、本来、総務常

任委員会と経済常任委員会の所管の違いというのはあるのですけれども、ただ、やはり条例

制定に関して、改正は確かに所管でもいいと思うのですけれども、条例改正でちょっとでも

かぶっている部分があれば、それは両方に説明するというのが。 

僕、議員に成り立ての頃、６年間議事録を読んで、本会議に出たときに、たしか、2000年

噴火か虻田町のときだったと思うのですけれども、先輩議員の方が、たしか三つか四つの委

員会があったときに、一つの案件に対してその委員会だけ説明したのですよ。でも、横でつ

ながっている部分に対しては、やはりそれは委員会にきちんと説明していかないと、議案審

議なのですから、ここで決める立法なのですから、それはきちっとしていかないと駄目だと

思うのですよね。 

ましてや今回、一般質問の議案提案のきっかけをつくったのは私だと思っているのですよ

ね。それで、逐一進捗状況を受けながら、直前でこういうことがなかったというのは、まし

てや僕も総務常任委員会の責任者として、委員の方に顔向けができないですよ、こういった

面で、審議している中で。その点で、本当に非常に残念だったので、ここで言ってもあれで

すけれども、ただ、ぜひ今後こういった案件に対して、縦、横あると思いますので、委員会
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に対しては、やはり目配り、気配りしながら説明していただきたいと思います。 

あと、文言のほうの順番のほうは、それはそのような形で仕方ないのですけれども、ただ、

どう考えても、根拠条例がないところで、今、副町長からありましたけれども、正式に考え

ると、根拠条例のところ、もし変えるとすれば、第１条が趣旨になるのですよ。そして、こ

の条例は、地方自治法第244条の２の規定に基づき、洞爺湖町観光情報センターの設置及び

管理に関し、必要な事項を定めると。先ほどの公職選挙法のものと同じパターンですよ。そ

して、２番目に、設置、第２条ということできて、最後の８条のところが結局９条になると、

順送りにしていくのですよね。 

今、洞爺湖町の議会だからいいのかどうか分からないのですけれども、根拠条例がないの

に設置条例をいたしますということが、果たしていいのかと、ちょっと答弁に驚いてしまう

のですけれども。そこら辺のところで、例えばここで認めると、議員みんな賛成でずっと出

てくるので、もう少し納得する理由をいただいて、これは僕、決して議運を開いて変えろと

か、そこまでは言うつもりはありません。しっかり勉強していらっしゃる議案なので。ただ、

今の答弁では、根拠条例に対してあやふやであればちょっと難しいと思うので、副町長、12

月のときはまだジオパークだったから、あまりあれだったでしょうけれども、総務部長かあ

る程度これはこれでいいのだよという言質をいただいて、私はすっきりと賛成したいと思う

ので、その点、もう一度お願いします。 

○議長（大西 智君） 若木経済部長。 

○経済部長（若木 渉君） 今、ご指摘の点でございます。 

  まず、説明として経済常任委員会でしか説明できなかったことにつきましては、副町長申

しましたとおり、申し訳なかったなというところで、関連する部分ということで、総務常任

委員会に対しても説明すべきであったということで、改めて謝罪したいと思います。 

  あと、条文に趣旨の部分が記載されていないというところでございますけれども、議員ご

指摘のとおり、趣旨として本来はそういう明記が必要であったのではないかというところで

ございますけれども、町として、これまでなかった施設に対しての設置をしていく上で、い

ろいろな事例を参考にしながらつくらせていただいた条例の中で、関係課にも合議を取った

中で、こういう条文の整理の仕方で問題ないかということを確認しながら進めてきたところ

でございまして、本条例については、趣旨として説明が抜けている部分はあるかもしれませ

んけれども、これが効力のないものかというと、そうではないということで認識していると

ころでございます。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 施設設置条例に関します根拠法でございますけれども、これまで

の洞爺湖町の設置条例においても、根拠条例を示していない条例設置というところになって

いるものもございまして、こちらの設置条例につきましては、根拠法令等が記載、未記載ど

ちらでも支障ないというところで判断してございます。 

○議長（大西 智君） ９番、下道議員。 
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○９番（下道英明君） 常任委員会云々のほうは、当然理解しているので。 

ただ、趣旨というのは、条例というのは根拠がないと駄目なわけで、法律ですから。それ

で認識云々というよりは、それを明記していかないと後に進んでいかないのですよ。ただ、

佐野部長のほうからあったように、過去の設置条例がそのようであるということであれば、

もう既に過去の条例がそのような根拠条例を明示しないで一発目でぽんと設置条例がいくと

ことであれば、それは私も了といたします。 

ただ、やはり不明瞭というのか、きちんと説明していかないと、あくまでも条例はこの町

の法律なわけですから、そこら辺のところで、過去はこういう設置条例の根拠の示せないの

がありましたよと。でも、あまり僕ら、議員の古い人もそうですけれども、条例改正案とか、

条例を新しくつくるときに、根拠条例ないなとか、みんな、先ほどの12条の公職選挙法では

ないけれども、そういうものがあって、この町でつくるのだなと。それも肌で、皮膚感覚で

感じているのですよ。そこら辺のところを、やはりやってくれないと、議会としてこれを指

摘しておかないと、何でもスルーというわけにはいかないので。 

今しっかり信じます。僕、過去の設置条例を見させていただきます。それでまた不具合が

あれば、一般質問させていただきますけれども、今このような形できっちりと問題ないとい

うことであれば、それは了といたします。 

以上です。答弁必要なし。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑ございますか。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 私のほうでは、ちょっと疑問点が何点かありましたので、まずお伺い

したいと思うのですが、観光情報センターという名前に、条例上そういう名前にするわけで

すけれども、この所管というのは一体どこになるのか。 

というのは、それぞれ階ごとに入っている、利用されている中身が違ってきているのは、

先ほど副町長が説明したとおりで、１階部分にはバスやタクシーの事務所が入っていたり、

観光協会も入っていますし、２階では振興課があり、あるいは商工会がありと。そして、教

育委員会の所管である読書の家もありますよね。３階には、先ほど言ったサミットやジオの

展示会場となっていると。４階は、今は資材置き場みたいになっておりますけれども、そう

いうふうに、階ごとに利用している中身が違うし、そうすると、どこの課がこれを一括管理

するのか、その辺がちょっと曖昧だなと思っています。 

条例の中に、例えば業務というところに、センターは次の事業を行うという、センターと

いうのが一つの執務機関みたいになっていて、そしてこれを行うみたいになっているのです

が、実は、それぞれ関係する所管があるのですよね。ジオパーク推進課であったり、教育委

員会であったり、観光振興課であったり、そういうふうなものがある中で、この辺の運営を

どうされるのか。例えば効率的な運営をするために、協議会を設置するのかといえば、そう

いうものも書いていないし、あるいは実際に入っている施設や関係機関の名前がここに明記

されているわけでもない。そういう中で非常に曖昧だなというのは、私も実はこの条例案を
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見て思うのですが、その点について、まず一つ伺いたいと思います。 

それから、そもそも建物そのものの設置や管理、運営ですか、書いているのですが、建物

というのは、ここは地下もありますよね。地下から４階まであるわけですが、全てのものを

指しているのか、それとも１階から４階だけなのか。その辺も含めて、以前発見されたＰＣ

Ｂのトランスなども奥のほうに入っていたということが最近分かったというような形で、今

までも管理が十分ではなかったと思うのですが、地下の部分も含めて全てのものを指してい

るのかどうか、この二つをお聞きしたいと思います。 

○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） ただいま質問のありました観光情報センターの所管の関係で

ございます。 

  観光情報センターは観光振興課が所管しておりますが、管理についても観光振興課が管理

してございます。４階につきましては、一部イルミネーションの部材ですとか、パンフレッ

ト置き場ということで活用させていただいてございます。また、各団体の書庫としても活用

されております。今後、各団体とも調整を図りながら、有効な施設の活用に努めていきたい

と考えてございます。 

  また、二つ目の建物の管理ということでございますが、地下の部分なのですけれども、地

下というのは、地下に会議室が三つほどございますが、そちらは文化センターの建物となっ

てございます。１階がバスターミナル、それから洞爺ハイヤー、２階部分が私どもの観光振

興課、洞爺湖温泉支所、それからＮＰＯ洞爺にぎわいネットワーク、洞爺湖町商工会が入っ

てございます。３階がサミット記念館とジオパーク大地のめぐみ展会場となってございます。

４階が現在は倉庫として使われているところで、全て観光振興課が建物としては管理してい

るものでございます。 

○議長（大西 智君） ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） それで、３条でいう業務に該当するのかなと思うのですが、センター

の活用について、何かそういう利用されている団体等との間での協議の場を設けて、そして

それぞれやっぱり所管もあるわけで、地下に文化センターの会議室あると。そうすると、こ

れは教育委員会ですか、所管は。管理するのは観光振興課かもしれないけれども、ちょっと

所管がそれぞればらばらで、その中でこの建物をどう運用するのかというあたりの協議がど

ういうふうに、条例上でいけば関わっていくのかなというのと。 

もう一つは、文化センターの会議室なら、さらにその地下もあったのではないか、地下２

階ぐらいではないかと。昔、スポーツセンターか何かそういう施設になっていたときに、た

しか、プールのようなものが地下のほうにあったと聞いているのですよ。そうすると、会議

室のさらに下にもう一つ階があったのではないかと思うのですけれども、そういうものもき

ちんと建物として管理されるのかどうか。その辺もう一回、伺っておきたいと思います。 

○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） 業務というところでございますけれども、それぞれ入ってい
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る団体との直接的な協議の場というのは設けてはございません。 

また、地下でございますけれども、議員がおっしゃるのは、恐らく以前お風呂があったと

ころかと思いますけれども、そちらのほうについては、今は特段管理というものはしていな

い状況でございます。 

それから、洞爺湖文化センターの管理ですけれども、こちらについても観光振興課が所管

課となってございます。 

○議長（大西 智君） ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 今、たしかお風呂だったか、プールだったか、何かあったなと思った

のですよ。そこは全くどうなっているのか現状も把握できていないということなのでしょう

か。当然、建物の地下ですから、何が入っているのかよく分かりませんけれども、そういう

ところも含めて全体の建物の状況を確認して、例えば耐震化の問題も当然ありますし、点検

し、管理するということが大事なのではないかという気がするのですが、そういうことは一

切やったことないのですね。 

○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） すみません。点検のほうは、年に一、二度は観光振興課のほ

うで入って、状況の確認はしてございます。 

○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） これで質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕  

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第13号洞爺湖町観光情報センター設置条例の制定についてを採決いたしま

す。 

お諮りいたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第13号洞爺湖町観光情報センター設置条例の制定については、原案のと

おり可決されました。 

ここで、休憩といたします。再開を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。 

引き続き、議案を進めてまいります。 

                                （午前１１時０５分） 
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────────────────────────────────────────── 

◎議案第14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14号指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準等の一部改正に伴う関係条例の整理についてを議題といたします。  

    提案理由の説明を求めます。  

    武川副町長。 

○副町長（武川正人君） それでは、議案書の25ページをお開きいただきたいと思います。 

  議案第14号指定地域密着型サービス基準等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の

一部改正に伴う関係条例の整理について。 

指定地域密着型サービス基準等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に

伴う関係条例を次のように定めるものでございます。 

本条例の趣旨でございます。 

令和３年１月の厚生労働省による指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等の一部改正する省令の公布により、国の基準省令が改正されましたことから、この

たび関係する四つの条例の一部改正を行うものでございます。 

なお、議案説明資料につきましては、３ページから130ページに及ぶ膨大な新旧対照表の

整理となってございますことから、議案書に沿って概要説明をさせていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

また、基準省令の改正による本条例の引用規定の条項、字句の改めに関する説明は省略さ

せていただき、主な改正点を説明させていただきたいと思います。 

それでは、まず最初に、改正の概要でございます。 

令和３年度介護保険改定では、新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で、

感染症や災害への対応力強化を図るとともに、団塊の世代の全てが75歳以上となる2025年に

向け、2040年も見据えながら地域包括ケアシステムの推進、自立支援・重度化防止の取組の

推進、介護人員の確保、介護現場の革新、制度の安定性・持続可能性の確保を図るというも

のでございます。 

それでは、議案書の25ページをご覧いただきたいと思います。 

まず、第１条でございます。これは、４本の条例改正ですので、４条立てとなってござい

ますけれども、まず、一つ目の条例、洞爺湖町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営の基準に関する条例の一部改正についてでございます。 

議案書の26ページから27ページになります。 

まず、議案書の26ページ、下から５行目となりますけれども、第32条の第２項中と書いて

ございますが、第32条に第５項として新たな１項を加えるものでございます。 

この規定は、ハラスメント対策の強化として、雇用の分野における男女の均等な機会及び

待遇の確保等に関する法律におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえた適切

な対策を求めるものでございます。 
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この内容と同じくする改正箇所は、ほかに６か所ございます。 

まず一つ目が、30ページの下から12行目になります。第56条に次の１項を加える、第５項

の規定。それから、32ページの上から５行目、第59条の13に次の１項を加える、第４項の規

定。ページ飛びまして39ページになりますけれども、39ページの下から14行目になりますが、

第123条に次の１項を加えるとしているところでございます。第４項の規定。それから、40

ページの下から15行目、第146条に次の１項を加える、第５項の規定。それから、42ページ

の下から８行目になりますけれども、第169条に次の１項を加える、第４項の規定。それか

ら最後に、44ページの上から８行目になりますけれども、第187条に次の１項を加える、第

５項が同一事由に伴う改正となっているものでございます。 

  また戻っていただきまして、27ページでございます。 

  27ページの上から４行目になります。32条の次に新たに第32条の２を加えるものです。  

この規定は、業務継続に向けた取組の強化として、感染症や災害が発生した場合であっても、

必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画

等の策定、研修の実施、訓練の実施等を義務づけるものでございます。 

   次に、その下になります。第33条に新たに第３項を追加するものでございます。この規定

は、感染症対策の強化として、感染症の発生及び蔓延防止等に関する取組の徹底を求める観

点から、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練等の実施を義務づけるものでござい

ます。 

この内容と同じくする改正箇所が、ほかに２か所ございます。 

一つ目が、32ページのちょうど中段になりますけれども、第59条の16にかかる１号から３

号の改正規定。それから、42ページに飛びますけれども、42ページの下から２行目から43

ページの上から２行目までの第171条第２項の改正が同一事由に伴う改正となってございま

す。 

  また戻っていただきまして、28ページでございます。 

  上から９行目、第40条の次に新たに第40条の２を加えるとしているものでございます。こ

ちらにつきましては、高齢者の虐待防止の推進として、利用者の人権の擁護、虐待の防止等

の観点から、虐待の発生、またはその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研

修を実施するとともに、これらの措置を適切に実施するための担当者を定めるとしているも

のでございます。 

この内容と同じくする改正箇所が、ほかに11か所ございます。 

一つが、25ページの中段、第３条に次の２項を加える改正規定。それから、26ページの下

から８行目になりますけれども、第31条の改正規定。それから、30ページへ飛びまして、30

ページの上から６行目になります。第55条の改正規定。それから、次のページの31ページの

下から４行目、第59条の12の改正規定。それから、めくっていただいて、34ページの中段、

第59条の34の改正規定。次のページをめくっていただいて、35ページの中段、第73条の改正

規定。それから、36ページの下から３行目になりますが、第100条の改正規定。それから、
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39ページの上から７行目になりますけれども、第122条の改正規定。それから、右のページ

に行っていただいて、40ページの上から６行目になりますが、第145条の改正規定。ページ

をめくっていただいて、42ページの中段になります。第168条の改正規定及び次のページ43

ページの下から44ページ１行目までにかけての第186条の改正規定が同一事由による改正と

なってございます。 

  また28ページに戻っていただきまして、28ページの第40条の２の追加規定では、会議や他

職種連携におけるＩＣＴの活用として、運営基準において実施が求められる各種会議等につ

いて、感染防止や他職種連携の促進の観点から、テレビ電話等を活用しての実施を認め、ま

た利用者等が参加するものにあっては、利用者等の同意を得た上でテレビ電話等を活用して

の実施を認めるとするものでございます。 

   この内容と同じくする改正規定が、ほかに12か所ございます。 

28ページの３行目、第39条の改正規定。それから、32ページに飛んでいただいて、32ペー

ジのちょうど中段になりますが、第59条の16及び第59条の17の改正規定。それから、めくっ

ていただいて、34ページの下から10行目になりますが、第59条の36の改正規定。それから、

またページをめくっていただいて、36ページ中段の第87条の改正規定。それから、38ページ

の下から４行目になりますが、第117条の改正規定。それから、めくっていただいて、40

ページの上から２行目の第138条の改正規定。それから、めくっていただいて、42ページの

上から第157条に続く158条及び下から２行目の第171条第２項の改正規定。それから、ペー

ジめくっていただいて、43ページの上から３行目の第175条第１項及び下から３行目の第182

条の改正規定が同一事由に伴う改正となってございます。 

また28ページに戻っていただきまして、下から５行目から第47条の字句の改正に加え、新

たに、次の29ページから30ページの５行目まで、新たな５項を加えるものでございます。 

この追加規定では、人員基準に関する見直しとして、オペレーター配置基準等の緩和、管

理者の配置基準の緩和、人員配置基準の見直し、夜勤職員の体制の見直しを行うものとする

ものでございます。 

この改正と同じくする改正箇所が、５か所ございます。 

一つが、30ページの上から８行目、第56条の改正規定。それから、35ページへ飛んでいた

だきまして、35ページの中段になりますが、第66条の改正規定。それから、36ページの下か

ら２行目から第82条の改正規定。それから、38ページへ飛んでいただいて、38ページの上段

から第110条の改正規定及び41ページへ飛んでいただいて、上から３行目から第151条の改正

規定が同一事由に伴う改正となってございます。 

31ページへ戻っていただきまして、31ページの下から２行目は、第59条の13第３項の後段

に追加する規定で、認知症介護基礎研修の受講の義務づけとして、介護に関わる全ての者の

認知症対応力を向上させていくため、介護に直接関わる職員のうち、医療、福祉関係の資格

を有さない者に対して認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講ずるものでご

ざいます。 
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この内容と同じくする改正箇所が、ほかに４か所ございます。 

その一つが、39ページの中段、第123条第３項後段への追加規定。それから、右の40ペー

ジの中段、第146条第４項後段の追加規定。それから、めくっていただいて、42ページの第

169条第３項後段への追加規定。それから、めくっていただいて、44ページの２行目、第187

条第４項後段への追加規定が同一事由に伴う改正となってございます。 

もう一度32ページへ戻っていただきまして、32ページのちょうど中段になりますけれども、

第59条の15に新たに２項を加えるとなってございます。これは、地域の特性を考慮した災害

への対応力の強化として、非常災害に係る対策を講じるに当たり、地域の特性等を考慮し、

地震災害、津波、風水害、その他自然災害に対応する災害マニュアルを整備するものでござ

います。 

続いて、飛んでいただきまして、38ページの上段、第110条に新たに第９項を加えるもの

でございます。こちらにつきましては、認知症グループホームのサテライト型事業所の基準

の創設として、本体事業所との兼務等による代表者、管理者を配置しないことや、介護支援

専門員ではない認知症介護実践者研修を修了した者を計画作成担当者として配置することを

可能とするものでございます。 

次の、第111条に係る改正が同一規定に伴う改正となってございます。 

以上、第１条に係る改正となります。 

なお、対象となる町内事業者は、地域密着型通所介護が２か所、認知症対応型共同生活介

護が２か所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護が２か所となってございます。 

次に、改正条例の第２条から第４条ですが、ただいまの改正条例の第１条の内容と重複す

る部分は省略をさせていただきたいと思います。 

  48ページをお開きください。 

こちらが二つ目の条例となります。 

第２条、洞爺湖町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する

条例の一部改正についてでございます。 

    第２条では、第１条の改正事由九つ全ての項目が同一事由となっておりますので、説明は

省略いたします。 

  なお、対象となる町内事業所は、介護予防地域密着型通所介護が２か所、介護予防認知症

対応型共同生活介護が２か所となってございます。 

  続いて、57ページをご覧いただきたいと思います。 

これが３本目の条例になります。 

  第３条となってございます。洞爺湖町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

の一部改正ということです。 

   第３条では、第１条の改正事由５項目が同一項目となってございます。 
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なお、対象となる町内事業所は、洞爺湖町地域包括支援センターでございます。 

       それから、次に60ページをお開きください。 

60ページが最後の四つ目の条例になりますけれども、洞爺湖町指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営の基準等に関する条例の一部改正についてでございます。 

  第４条では、第１条、最初の条例改正部分ですけれども、改正事由５項目が同一事由と

なっております。そのほかに２項が新たなものとなっておりますので、この点についてのみ

説明をさせていただきます。 

なお、対象となる町内の事業所は、居宅介護支援事業所が３か所ございます。 

１ページめくっていただきまして、61ページの上から３行目、第７条を改めるものでござ

います。これは質の高いケアマネジメントの推進として、ケアマネジメントの公正中立性の

確保を図る観点から、事業者に対し、前６か月に作成したケアプランにおける各サービスの

割合とそれぞれの同一事業所によって提供された割合について、利用者に説明を行うことを

新たに求めるものでございます。 

続いて、61ページの中段、第16条に新たに１号となる20号の２を加えるものでございます。

これは、生活援助の訪問回数の多い利用者等のケアプランの検証として区分支給限度額の利

用割合が高く、かつ訪問介護が利用者サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する

居宅介護支援事業所の事業所単位で抽出するなどの点検、検証の仕組みを導入するものでご

ざいます。 

最後に、64ページから66ページの改正条例に係る附則でございます。 

施行期日は、令和３年10月１日から施行するものとし、第２項から第４項までにおいて、

必要な経過措置を定め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。 

５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 今回、介護保険の地域密着型サービス等に関係して、四つの条例を改

正するということでの提案でありました。 

  一遍に四つも提案されているので、一つ一つについてちょっと指摘すると長い時間かかる

のですが、まず、端的に４条例の改正となった根拠となる国の法律があるわけですが、その

法律の改正のそもそもの理由が何だったのかというところをちょっと説明いただきたいのと。 

  それから、今回、国の法の改正に伴う改正内容なのですが、結局、今介護人材が非常に不

足してきていると。特に、今回のようにコロナの影響もあり、介護施設で働く職員が実は全

国的にも少なくなってきているというような状況だとか、あるいは感染対策の強化が求めら

れるというようなことから、改正されているというふうに私は受け止めているのですが、た

だ、中身的にいうと、結局人材不足をどのようにして補うかというと、これまで資格等を必

要としていた職員についても、例えば資格がなくても、例えば認知症介護基礎研修を受講さ
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せる等によって、職員として従事することができるというような形で、例えば人員基準に関

する見直しが行われ、今までよりも緩和されていると。さらに、一定の人数を確保しなけれ

ばならない介護施設でも、その人数についても制限が一定緩和されているということのよう

に、私はこれを見ていて思ったのですね。 

  ということは、これまでの介護施設から比べれば、必要な人員をさらに減らした中でも施

設として運営することができるのですよというようなことになるのかなと思うのです。そう

すると、実際に入所している人からいえば、ますます入所者に対する、あるいはサービスを

受ける際の人手が少なくなってしまう懸念があるのではないかと。むしろ介護報酬そのもの

を上げるのが筋ではないかなと思うのですが、残念ながらそういった対応というのは十分さ

れていないということで、その辺の改正の趣旨と、それから実際に条例が改正された場合、

介護に関わってサービスを受けている方々についてはどのような状況になっていくのかとい

うことを、まず町としてどう受け止めているか、伺いたいと思います。 

  それから、聞くところによると、町内にある地域密着型の介護施設の中で、１件なのか２

件なのか、既に事業を廃止というか休止というか、そういうところがあると。やはりコロナ

の影響もあって、運営ができないというようなことがあってやめられたというふうな話を聞

いているのですが、例えばそういう施設が町内に今あるのかどうか、ちょっと確認をさせて

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） それでは、まず１点目のこのたびの改正自体が法律の改正に

よるものなのは分かるのだけれども、どういった趣旨に基づくものかといったことだったか

というふうに認識いたします。 

   大きく五つの柱、国におきましては、感染症や災害への対応力の強化といった部分と地域

包括システムの推進、それから自立支援・重度化防止の取組の推進、介護人材の確保、介護

現場の革新、最後に、制度の安定性・持続可能性の確保ということで、それぞれの項目の中

でかなり多岐にわたり、また詳細にいろいろな部分での事項を精査した中で、より介護サー

ビスについて透明性を高めたり、あるいは事業所にとっての負担を軽減する、あるいはサー

ビスを受ける人方に対して事業所として説明責任をしていくなど、透明性を高めるといった

ようなところで国が大きく制度を改正いたしまして、より健全な運営、あるいは安全な運営

といった部分での趣旨から改正に至ったものというふうに考えているところでございます。 

  それから、二つ目で、介護人材の不足の問題がございました。確かに、議員おっしゃると

おり、今回の中で、国のほうにおきましては、処遇改善の問題に関しまして、国は処遇改善

加算、あるいは特定処遇改善加算というものを導入してございまして、他のサービスとの格

差是正に努めたというところなのですけれども、まず、お話がございましたとおり、従業員

の負担等につきまして、今回の条例改正におきましてＩＣＴを活用することですとか、ある

いはロボット技術の導入などもございまして、事業の効率化、それから従業員の負担軽減を

進めているということなのですけれども、こういった中で、介護の人材不足を意識したもの
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が導入されてきているという中、そして職員の兼務、あるいは配置基準の緩和などで人材が

不足している現場において、事業を運営しやすいということに配慮したということなのです

けれども、議員おっしゃっておられました、実際にサービスを受けられる人が本当に安心・

安全なサービスを受けられるのかといったことでございますけれども、この部分につきまし

ては、当然のことながら、人員基準の緩和によって、利用者の処遇に支障がないことと、そ

れから安全性の確保が確実に保たれるといったことが条件に付されているところでございま

す。こうしたことから、適正な条件の下で、緩和基準が適応されるというふうに、町といた

しましては認識しているところでございます。 

  それから最後に、今回コロナ感染症等々におきまして、事業所を廃止したというふうな事

業所もあるというふうに聞いていますけれどもということがございました。ただ、洞爺湖町

内においては、今のところそういった事案、あるいは相談等については、確認をした中にお

きましても、聞かれていないというような現状にあ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、説明いただいたのは、多分ほとんど国の改正理由をそのまま述べ

られたのかなと思うのですが、確かに、介護保険制度そのものは、介護を必要とする人が安

心して施設や居宅でのサービスを受けられるようにする。そのためには、一定の１割以内の

負担が必要ですよということで、40歳から介護保険料を納めているわけですよね。 

ところが、実際に介護を受けたくても、要支援の１、２は、まず介護保険では適用になら

ない。そして要介護３以上でなければ施設入所が基本的にはできない。そしてまた、国のほ

うでは、要支援１、２についても、これは町の総合事業などのほうに移行させるというよう

な話が出ておりまして、そういう中にあって今回の実は介護保険の、特に地域密着型、その

地域の住民が入所することのできる地域密着型の介護施設、あるいはサービス等について、

こういうふうな改正が行われる。 

中身を見れば、今確かに人員の緩和もあります。資格とか人員の緩和があって、しかしそ

れはサービスが低下しない範囲の中で行うというふうに言われているけれども、実際には施

設内ではかなりやっぱり介護を担当している職員の人たちも過重労働、加重負担の中で十分

それに見合う報酬が充てられていないというような状況があって、サービスを受ける入所者

にとっても、あるいは利用者にとっても、これまでよりもサービスの質が落ちていくのでは

ないかということが懸念されているわけですね。 

その辺について、今の答弁では、はっきり言って国が国会で答弁しているような話しか聞

こえてこないのですよ。実際に町内はどうなのだと。その辺の実態をどこまで把握している

かなということがちょっと気になるのです。 

もう一つ、最後に聞きました施設の休止、少なくても１か所、役場のすぐ近くの施設が休

止しているというふうに私聞いていますけれども、そういう情報は町のほうでは受けていな

いということなのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 立野議員、最後の質問なのですけれども、この条例改正に関わる部分
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での質疑にはならないかと思うのですけれども、答えられる部分で答弁させていただくとい

うことでよろしいでしょうか。 

高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） まず、１点目のほうのご質問でございます。 

  まず、そういったサービスの低下云々というところで、実態の把握の状況ということでご

ざいますけれども、こういった部分につきましては、町といたしましても、この制度が施行

されて以降、各事業所のほうにつきましては、必要な事項につきまして当然のことながら国

からの通知に基づきまして、逐次早急に通知をさせていただいて対応についてご協力いただ

けるよう確実に周知に努めているところでもございますし、また、事業所の状況の把握等々

につきましても、担当のほうから必要に応じた中で聞き取りなども行った中で、当然、事業

所としての苦慮がないのかどうなのかといったようなことについても確認をさせていただき

ながら、町といたしましてもでき得る支援、こういった今回の改正は大がかりな改正なもの

ですから、事業所として必要なことをきちっと聞き取りをしながら対応に現状も努めている

ところでございます。 

  また、一番懸念されるところの、本当に必要としている方がサービスを受けられないので

はないかとか、サービスの低下ということがまさしくそのとおりで、そういったことを招か

ないようにといった部分については、一番重要なことかというふうにも認識してございます

ので、この部分につきましても、機会あるごとに事業所とも連携を図りながら、確実な対応

をしていただくようにいろいろな細かい部分での通知、周知について、これまでも対応をし

てきているところでございます。 

  それから、事業の廃止というか休止の施設ということがございました。私、失礼いたしま

した。１件ほど、町内におきまして今休止中の事業所がございます。これにつきましては、

町としても把握はしてございますけれども、いわゆる運営をしておられる事業所のほうにお

きまして状況等も確認をさせていただいた中で、当初は町といたしましても何とか努力の中

で運営をしていただけるような方向性についてもいろいろと協議を重ねてきたところもござ

いますけれども、現状については、ちょっといろいろな部分があって難しいと。個別の事情

ということでございますので、そういったことで状況は伺っているところでございます。 

町といたしましては、今後につきましても、もし事業所においてこういった工夫の中でま

た再開をしたいですといったことにつきましても、十分に協議をさせていただきながら、事

業所とは連携を図っ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14号指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準等の一部改正に伴う関係条例の整理についてを採決いたします。 

お諮りいたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第14号指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準等の一部改正に伴う関係条例の整理については、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第15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15号洞爺湖町国民健康保険条例の一部を改正する条

例の一部改正についてを議題といたします。  

    提案理由の説明を求めます。  

    武川副町長。 

○副町長（武川正人君） 議案書67ページをご覧いただきたいと思います。 

  議案第15号洞爺湖町国民健康保険条例の一部を改正する条例でございます。 

  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。 

  本改正につきましては、健康保険法施行令等の一部を改正する政令が令和３年８月４日に

公布されたことを受け、出産育児一時金の額を引き上げる改正でございます。 

  令和４年１月１日より産科医療補償制度が見直され、当該制度の掛金が１万6,000円から

１万2,000円に引き下げられたこととなっておりますけれども、政府の社会保障審議会医療

保険部会においては、出産育児一時金の支給総額を42万円に維持すべきとされたところでご

ざいます。 

  このことを踏まえ、条例の一部改正をご提案するものでございます。 

  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させていただきたいと思い

ます。 

  131ページをお開きいただきたいと思います。 

  第４条、出産育児一時金です。第１項、出産育児一時金の額について「40万4,000円」を

「40万8,000円」に改めるものでございます。 

  第５条、葬祭費でございます。第２項中、健康保険法の次に「、船員保険法」を加えるも

のでございます。 

  議案書67ページへ戻っていただきたいと思います。 

  附則をご覧いただきたいと思います。 

  附則第１項、この条例は、令和４年１月１日からの施行とするものでございます。 
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  附則第２項は経過措置として、施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第４

条第１項の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例によるものとするものでござい

ます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） これは確認なのですけれども、今回の国民健康保険条例の改正で、今

説明がありましたが、産科医療補償制度の見直しがされて、これまでの掛金が１万6,000円

から１万2,000円に引き下げられたことによって、支給される額を42万円に維持するために

出産育児一時金を引き上げたということなのですが、つまり、出産一時金と、それから産科

医療補償制度の額というのは、財源の内訳といいますか、出どころがどのようになっている

のか。国民健康保険条例では金額的に42万円というふうにはしていますけれども、この内訳

がこんなふうに金額が変わるわけですよね。そうすると、それによって何が変わってくるの

か。この費用の負担割合としてどこがどう負担が増え、どこが減っていくのか。その辺

ちょっと説明いただければと思います。 

○議長（大西 智君） 後藤住民課長。 

○住民課長（後藤和郎君） まず、出産育児一時金42万円の財源のお話でございます。出産育

児一時金42万円につきましては、一般会計から３分の２の繰入れを受けまして、残り３分の

１は保険税を財源としてございます。 

また、現在40万4,000円が40万8,000円について何が変わったかという話でございますが、

産科医療補償制度に加入している医療機関で出産をされた方につきましては、42万円が出産

育児一時金としてお支払いされることになりますが、もし仮に、自宅で出産された場合につ

きましては、現在40万4,000円でございますが、変更後は40万8,000円というふうに変わって

くることになります。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 後のほうから聞きます。出産育児一時金の場合、産科医療補償制度と

いうものでいえば、いわゆる医療機関で出産をした場合にのみ、これが加算されると。そう

でなくて、自宅での出産ということになると、これまでの金額よりも8,000円増えて40万

8,000円になるのだよということなのですけれども、先ほど出ました町の一般会計の部分でい

うと、つまり３分の１部分が保険税によって賄われるということになりますと、実際に同じ

金額ではあるけれども、内訳が変わることによって、保険税の税額にも変更が出てくるとい

うことなのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 後藤住民課長。 

○住民課長（後藤和郎君） 現在の国保の特別会計上では、多額の繰入金を入れまして財政運
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営をしてございますので、実際の財政運営上の中では、特別会計上の運営の中で賄われてい

るという考えでございます。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はありますか。 

〔「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15号洞爺湖町国民健康保険条例の一部を改正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15号洞爺湖町国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正につ

いては、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第16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16号洞爺湖町農業委員会委員及び農地利用最適化推

進委員の定数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） それでは、議案書68ページをお開きいただきたいと思います。 

    議案第16号洞爺湖町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例の一部改正に

ついて。 

  洞爺湖町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の定数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。 

  本改正の趣旨でございます。 

  平成27年の農業委員会法の改正によって、農業委員の選任方法は、公選制から市町村長が

議会の同意を得て任命する方法に変更されましたことに伴い、平成28年からは本条例に基づ

き、農業者や農業団体からの推薦と公募により、14名の農業委員を任命しているところでご

ざいます。 

  その後、平成31年の改選時において、町内の農家戸数の減少による地域の見直しや推薦団

体の広域合併などの影響に伴う団体推薦が難しい旨の申入れがなされたところでございます。 

  このことから、農業委員会においては、令和４年の改選に向け、農業委員の定数について

検討委員会を設けて論議を重ねられ、令和３年８月、町に対して現行の14名から10名への定
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数見直しについて意見が出されましたことから、農業委員会の定数を削減する条例を提案す

るものでございます。 

  議案説明資料は、132ページになります。 

  第２条、農業委員の定数を現行の「14人」から「10人」に改める。 

  議案書68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、令和４年４月１日からの施行とするものでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕  

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕  

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第16号洞爺湖町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例の

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16号洞爺湖町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例

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。再開を午後１時といたします。 

                               （午前１１時５４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、議案を進めたいと思います。 

                                （午後 １時００分） 

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

◎議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決  

○議長（大西 智君） 日程第10、議案第17号西いぶり広域連合規約の一部変更についてを議

題といたします。  

    提案理由の説明を求めます。  

    武川副町長。 

○副町長（武川正人君） それでは、議案書の69ページをお開き願いたいと思います。 

議案第17号西いぶり広域連合規約の一部変更について。 
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  地方自治法第291条の３第１項の規定により、西いぶり広域連合規約の一部を次のとおり

変更することについて、同法第291条の11の規定により、議会の議決を求めるものでござい

ます。 

  変更の趣旨でございます。 

  現行規約の中間処理施設建設に係る負担割合は、現在の中間処理施設建設時の関係市町村

数や平成11年３月に策定した基本構想におけるごみ処理量が基本となっておりますことから、

このたび新たな新中間処理施設建設に伴い、現在の関係市町村数及び計画ごみ処理量の見直

しにより、規約第19条に定める別表の所要の変更を行うことについて、議会の議決を求める

ものでございます。 

  議案書は69ページ、議案説明資料につきましては、133ページ、134ページをご覧いただき

たいと思います。 

  西いぶり広域連合規約の一部を次のように変更する。 

  内容につきましては、議案説明資料の133ページをご覧いただきたいと思います。 

  こちらに現行と改正案がそれぞれ記載してございます。 

別表、施設建設・整備費及び地方債償還金の部中、部中というのは表の記載の部でござい

ますが、下線を引いております「旧７市町村均等割」を「均等割（登別市を除く。）」に改

め、次に、説明資料134ページへとつながっておりますけれども、同表、備考５を次のよう

に改めるものでございます。５項として、「計画ごみ処理量割については、西いぶり広域連

合新中間処理施設整備基本計画（平成31年３月策定）における新中間処理施設供用開始年度

のごみ処理量を基礎として、市町協議会において同意された割合とする。」別表中、備考６

を削り、備考７を備考６とし、備考８から備考11までを一つずつ繰り上げるものでございま

す。 

  議案書の69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。 

  附則において、本規約の施行期日を令和４年４月１日とするものでございます。 

  説明資料のほうの133ページをご覧いただきたいと思いますが、表中における現行と改正

案でございます。それぞれ現行の表にあります「旧７市町村均等割」を「均等割（登別市を

除く。）」、その下にリサイクルプラザというのがございます。先ほど、こちらの説明が抜

けておりましたけれども、リサイクルプラザの負担割合における「旧７市町村均等割」を同

じく「均等割（登別市を除く。）」という改めでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 二つほど確認したいと思います。 

  今回の計画ごみ処理量の割合は、合併後の新しい自治体名での記載ということなのですが、

一つ目の質問は、この規約の施行が来年の４月１日からということですから、まだ新施設の
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完成前からこの規約に基づく計画ごみ処理量の割合として、それぞれの構成自治体が負担を

するということなのだろうと思うのですが、まずその点が一つ。 

  それから、今回、負担割合自体は変更になっておりませんけれども、実質的に当町におけ

る計画ごみ処理量というのは、これまでの広域連合への負担費用に比べてどうなるのか、上

がるのか、下がるのか。下がるとすれば、どのくらいの負担が軽減されるのかということを

ちょっと確認させてください。 

○議長（大西 智君） 佐々木環境課長。 

○環境課長（佐々木 勉君） 今の施行期日が令和４年４月１日からということでございます

けれども、整備については、各市町村の広域連合の負担割合の改正を皆さんに議決いただい

た後、北海道の協議をもって４月１日から建設する部分のものに順応するためにこういう形

になってございます。 

  それと、洞爺湖町のごみ処理量割の絡みだと思います。当初の計画ごみ処理量割は平成11

年の策定のときのごみ処理量の洞爺湖町の部分でございますけれども、旧虻田町9.250％、

そして旧洞爺村1.389％、合計で10.639％でございました。それと比較しまして、今回の改

正において、市町協議会で同意した割合というのが、洞爺湖町の場合は7.073％となってご

ざいまして、3.566％減となってございます。それに伴いまして、広域連合で借入れをして、

洞爺湖町が負担金として支払う場合、20年間の償還になりますけれども、その20年間で、試

算ですけれども、５億円から６億円程度下がる見込みということでなってございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございますか。 

〔「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〕  

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第17号西いぶり広域連合規約の一部変更についてを採決いたします。 

お諮りいたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第17号西いぶり広域連合規約の一部変更については、原案のとおり可決

されました。 

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

◎議案第18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18号洞爺湖町過疎地域持続的発展市町村計画の策定

についてを議題といたします。 
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    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70ページをお開きいただきたいと思います。 

  議案第18号洞爺湖町過疎地域持続的発展市町村計画の策定について。 

  当町における過疎地域持続的発展市町村計画（令和３年度から令和７年度）を別冊のとお

り策定したいので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第19

号）第８条第１項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

  当町におきましては、過疎対策事業債等の特別措置の有効活用を図りながら、人口減少社

会にあっても豊かさが感じられる活力のある持続可能な地域社会の構築を目指し、新たに本

計画を策定することといたしました。 

  計画期間は、令和３年度から令和７年度までとしてございます。 

  本計画では、第２期洞爺湖町まちづくり総合計画等の整合性を図りながら、新型コロナウ

イルス感染症対策の長期化と価値観の変化やデジタル技術、未来技術の活用などの新たな過

疎対策の視点も加え、定住生活環境の整備、子育て支援の充実、産業の発展、教育文化の振

興、地域資源の活用等を進める上での現状と問題点をまとめ、その対策や具体的な施策を整

理してございます。 

  なお、計画書案の内容が41ページに及ぶということから、さきの全員協議会で配付させて

いただいておりますので、計画内容の説明を省略させていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 今、提案の説明がありました過疎地域持続的発展市町村計画というこ

とで、事前にいただきました計画の概要を見たのですが、全般的に当町の置かれている現状

や、それから過疎対策として取り組むべき具体的な計画というのは盛り込まれているだろう

なと思ってみているのですが、何点かお聞きしたいのですが、この計画書の作り方で一つ疑

問があったのですけれども、この計画書は、産業、地域における情報化、交通施設の整備、

生活環境云々とずっと全部で11項目の施策なのかな、こういうふうになっていて、それぞれ

に現況と問題点、そしてその対策、そして計画というふうに書かれているのですが、どうも

それぞれの項目の中で、似通ったといいますか、ほとんど内容が同じものを繰り返し掲載し

ているのですよね。 

  例えば、過疎地域持続的発展特別事業の移住・定住対策でいうと、住宅リフォーム支援事

業であったり、チャレンジショップ支援事業、洞爺湖ふるさと応援団事業、地域おこし協力

隊等々、これもほかの章でも同じように出てくるのですね。何か書いている中身が、事業的

に全部同じような表題になっていて、これはそれぞれの事業ごとに、産業といいますか施策
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ごとに計画を分けて説明しているのかと思ったら、他の分野にも同じ計画がずっと出てくる

と。だから、こういう計画のまとめ方というのは、ちょっとすごく似通っていまして、例え

ば30ページを見てもそうなのですが、30ページの計画書でいうと、児童福祉の関係でいうと、

乳幼児医療助成制度というのは、30ページだけではなくて、ほかのところとも実は重複して

おりますし、高齢者入浴助成事業というのもそうです。そして、出産祝い金事業などという

のも40ページのほうにも同じような項目がありまして、この計画書を見て、あれあれという

感じだったのです。まとめ方がもうちょっときちんとできなかったのかなという感じがした

ものですから、まずそれを伺いたいのと。 

  それから、過疎計画を改めてこういった形でつくらなければ、はっきり言えば、総花的で

すよね。総花的なのだけれども、こういう計画がなければ国の過疎支援といいますか、過疎

対策事業に対する補助等の支援が受けられないということなのだろうと思うので、かなり総

花的なものになっていると思うのですが、実際にこれを計画、検討した期間というのは、ど

れぐらいの期間で作ったのでしょうかね。多分かなり短い期間で急いで作ったのではないか

という気がするのですが、その辺もちょっと説明いただければと思います。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 初めに、新過疎計画の構成の関係でございます。 

  まず、ページ数でいきますと、素案の13ページの２－１以降、持続的発展施策区分という

ことで、２－１から37ページの２－11までの施策区分となってございます。この区分につき

ましては、国の定められた様式となっているところでございます。この施策区分の中で、そ

れぞれ過疎地域持続的発展特別事業ということで、いわゆる過疎のソフト事業と言われるも

のでございますけれども、そういったソフト事業につきましては、38ページ以降、ソフト事

業のみを再掲しなさいということで、改めて記載しているのが38ページ以降で、国の定めら

れた書式様式、記載事項に基づき構成されているものとなってございます。 

   また、検討期間でございます。こちらにつきましては、法が改正されてから非常に短い期

間、また令和３年度も過疎債を活用するということで、今回９月の提案となったところでご

ざいます。検討につきましては、４月にまちづくり審議会、また６月にまちづくり審議会な

ど審議会での協議、検討を経まして、７月にパブリックコメントを実施し、その後、北海道

への正式協議を経て、先月26日に北海道から回答を得たため、今回９月の提案となっており、

法改正から期間が非常に短い中、本計画を策定した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） 後ろのほうはソフト事業をまとめて掲載したから今まで載っているの

はまたダブって掲載されているという話ですよね。 

実は、私、一通り目を通してみました。洞爺湖町独自の施策とか対策というのも幾つか目

にはあるのですが、ただ、先ほどの質問の中で聞きたいのですけれども、結局今回、今まで

の過疎計画と同じように、この計画に載っていなければ国の過疎対策事業のメニューに採用

されないということで、取りあえず総花的なそういう対策をまず示したというような形で作
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られたのではないかなと気がするのですけれども、その辺どうですか。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 計画の策定に関しては、これまでも過疎地域自立促進市町村計画

といったものを策定し、当町における過疎地域としての計画というのを実際計画も含めて、

計画に基づきこれまで事業を実施してきたところでございます。 

  今回は、持続発展の新計画といたしまして、これまでの事業を大きく変えるものではなく、

持続発展に関する記載事項も含めて整理したもので、当町としても過疎地域としての対策に

ついて大きく変更のあるものではなく、そういったものをしっかり継承しながら今回の計画

策定に至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） 本当に町の独自性といいますか、独自に抱えている課題も含めて、こ

ういった計画に盛り込むことが大事かなと思うのですが、例えば、26ページに防災について

書いてあります。実は、私、以前から指摘しておりますけれども、災害等が発生した場合に、

司令塔になるのが本庁舎なのですが、本庁舎における非常発電設備が、例えば水害などが

あった場合には被害を受ける可能性があると。例えばそういったものの移設も大きな課題な

のだろうと思うのですね。こういうものがここの中には含まれていないなという気がしたの

と。 

それから、29ページの子育て環境の確保というところを見ますと、これもやはりコロナ禍

だけではなくて、それ以前から町内の子どもの貧困問題、貧困対策というのも非常に重要な

取組になっています。医療費の助成というのはありますけれども、それら含めた子どもの貧

困対策というのもこういった事業の中に盛り込むべきではなかったのかなというふうに思う

のですが、その辺の検討などはされていなかったということですね。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） まず、防災の発電機の関係でございます。これまでもご指摘を受

け、町としても検討しているところでございます。まだ事業確定しているものではないので、

現在調整しているところではございますけれども、現在、緊急防災・減災債ですとか過疎債

によらない整備も可能ということで、そういったところも視野に入れて現在調整していると

ころでございます。 

   また、こちらの子育てに関する事業につきましては、当町としてもそのような計画をもっ

て現在推進しているところではございますけれども、現在ソフト事業としての事業活用を検

討というところの内容といたしましては、記載するようなソフト事業に当たるような事業構

成ではなかったということで、こちらのほうの掲載はしていない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。討論はありませんか。 



－149－ 

〔「なし」と言う人あり〕  

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第18号洞爺湖町過疎地域持続的発展市町村計画の策定についてを採決いた

します。 

お諮りいたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第18号洞爺湖町過疎地域持続的発展市町村計画の策定については、原案

のとおり可決されました。 

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

◎議案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決  

○議長（大西 智君） 日程第12、議案第19号工事請負契約の締結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71ページをお開きいただきたいと思います。 

  議案第19号工事請負契約の締結について。 

  次のとおり、契約締結をするため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分

に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

  工事名は、洞爺湖温泉大通り線舗装工事でございます。 

  工事場所につきましては、虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉にあります町道洞爺湖温泉大通り線

でございます。 

  契約の方法は、指名競争入札。 

  契約金額は、5,951万円でございます。 

  工期は、契約の日から令和３年12月20日までとしております。 

  契約の相手方は、虻田郡豊浦町字浜町72番地４、道路工業株式会社日胆営業所、所長、田

家稔となってございます。 

  議案説明資料135ページ、説明資料の一番後ろのページでございます。図面を掲載してご

ざいます。 

工事の概要でございます。車道の切削オーバーレイ、路肩のカラー舗装で、工事延長は

928.2メートルでございます。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕  
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○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕  

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第19号工事請負契約の締結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19号工事請負契約の締結については、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第20号の上程、説明、質疑、討論、採決  

○議長（大西 智君） 日程第13、議案第20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72ページをお開きいただきたいと思います。 

議案第20号令和３年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第３号）でございます。 

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

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6,657万3,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ75億6,320万2,000円とするものでございます。 

第２条の地方債の補正は、事項別明細でもご説明しますが、議案書75ページをご覧いただ

きたいと思います。 

地方債の変更として、道路環境等整備事業で１億9,650万円を２億690万円に、橋梁長寿命

化事業で2,430万円を3,180万円に変更するもので、いずれも合併特例債でございます。臨時

財政対策債につきましては、額の確定によるものでございます。 

９月の補正予算の主なものにつきましては、普通交付税の交付額の確定、新型コロナウイ

ルス感染症対策費、その他国や北海道の補助金等の交付申請に伴う事業などとなってござい

ます。 

以下、事項別明細によりご説明をさせていただきたいと思います。 

事項別明細の４ページ、５ページをご覧いただきたいと思います。 

まず、歳入でございます。 

11款１項１目地方交付税、これは地方交付税の確定により２億2,414万2,000円を増額する

ものでございます。 

続きまして、15款国庫支出金１項国庫負担金２目衛生費国庫負担金でございます。こちら

新型コロナウイルスワクチン接種対策負担金1,428万1,000円は、補助率10分の10でございま
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す。接種率の増加によるワクチンの経費、時間外、休日加算に対する負担金でございます。 

２項国庫補助金２目民生費国庫補助金、補助率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事業費補助金の290万円は、６月補正により計上

してございましたが、見込み対象児童数の増加による増加分の補正でございます。 

続きまして、３目衛生費国庫補助金でございます。感染症予防事業費等補助金の30万円は、

健康管理システム改修に係る補助金でございます。 

７目新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金の1,846万9,000円は、令和２年度の臨時交付金の留保分を観光支援対策、

生活支援対策及び防災対策事業に充当するものでございます。後ほど歳出で出てまいります。 

それから、８目の農林水産業費国庫補助金、経営継承・発展支援事業補助金の50万円は補

助率２分の１ですけれども、農業後継者の経営発展に資する取組に対する補助金でございま

す。 

続きまして、16款道支出金２項道補助金３目農林水産業費道補助金、畑作構造転換事業補

助金の791万円は、てん菜の風害軽減に資する取組を行う農業者に対する補助金でございま

す。 

４目商工費道補助金は、北海道消費者行政推進事業補助金の16万9,000円でございます。

こちらは消費者行政の充実、強化のための啓発用のリーフレット作成に係る補助金でござい

ます。 

１枚めくっていただきまして、６ページをご覧ください。 

３項委託金３目農林水産業費道委託金でございます。北海道営農業農村整備事業監督等補

助業務委託金の15万9,000円でございます。こちらは道営畑かん事業に対する委託金でござ

います。 

  19款１項１目繰入金でございます。これは財政調整基金繰入金の１億9,400万円の減額は、

普通交付税の交付決定による繰り戻しでございます。また、観光開発基金繰入金の130万円

は、イルミネーショントンネルの更新費用の追加分に対する繰入れでございます。 

続きまして、21款諸収入５項３目の雑入でございます。その他雑入の11万3,000円は、令

和２年度介護保険低所得者保険料軽減負担金の精算による追加交付でございます。 

22款１項町債、５目の土木費でございます。先ほど議案書の72ページ、第２条の地方債の

補正でご説明したとおり、道路橋梁債の1,790万円は、道路環境等整備事業で1,040万円、橋

梁長寿命化で750万円、それぞれ事業の追加分を合併特例債で借り入れるものでございます。 

次に、７目臨時財政対策債2,757万円の減額は、普通交付税の交付決定に伴うものでござ

います。 

  次に、８ページ、９ページ、こちらは歳出になります。 

  まず、２款総務費１項総務管理費７目財政会計管理費の財政会計管理事務事業251万3,000

円の増額となっておりますけれども、こちらは償還金で、令和２年度国庫負担金等の精算に

伴う返還金となっており、内訳は障害者自立支援医療負担金返還金として218万6,000円、そ
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れから地域生活支援事業費等補助金返還金として１万7,000円、子育て世帯への臨時特別給

付金事業事務費補助金返還金として31万円が内訳となってございます。 

  次に、８目企画費でございます。企画一般事業の22万円は、月浦の共同受信施設のテレビ

ケーブルの修繕料でございます。 

  続きまして、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

事務事業の手数料５万9,000円は、アイヌ文様のロゴマークの商標登録料でございます。 

４目介護保険費、介護保険特別会計繰出金事業の11万3,000円につきましては、令和２年

度介護保険低所得者保険料軽減負担金の追加交付による介護保険特別会計への繰出金でござ

います。 

５目社会福祉施設費でございます。こちらにつきましては、虻田地区集会所管理事業の

132万7,000円。これは洞爺湖温泉の３区の自治会の物置設置に係る費用で、確認申請実施設

計業務委託料及び工事負担金が内訳となっているものでございます。 

続きまして、５項保育所費１目保育所管理費でございます。こちらの保育所管理事業の12

万2,000円につきましては、返還金で11万8,000円、還付加算金4,000円で、保育料の返還金

となっているものでございます。 

  続きまして、４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生管理費、虻田地区の健康福祉セン

ター等運営事業の27万円につきましては、修繕料でサポートセンター友愛内のトレーニング

マシンの走行ベルトの交換でございます。 

続きまして、10ページ、11ページをお開きください。 

２目予防費でございます。予防接種事業の1,428万1,000円は委託料で、新型コロナウイル

スワクチン接種委託料でございます。同じく予防費、基本健診事業の51万4,000円につきま

しては負担金補助及び交付金で、西いぶり広域連合に対する負担金で、健康管理システムの

改修費でございます。 

続きまして、６款農林水産業費１項農業費２目農業管理費でございます。農業管理費で

891万1,000円の増額となってございます。これは畑作構造転換事業補助金791万1,000円で、

てん菜の風害軽減技術を導入する対象農業者50戸に対する補助でございます。また、経営継

承・発展支援事業補助金の100万円につきましては、農業後継者で経営発展に資する取組を

行う対象農業者１戸に対する補助でございます。 

３目農業振興費、国営大原地区畑地かんがい維持管理事業の１６万円は、消耗品費及び刈

払機２台の備品購入費でございます。道営事業の監督等補助業務の作業用備品等の購入でご

ざいます。 

続きまして、７款１項商工費１目商工振興費でございます。商工管理事務事業で16万

9,000円は消耗品で、消費者用啓発、リーフレットの購入でございます。また、道の駅等の

施設維持管理事業の31万9,000円につきましては修繕料で、トレイルセンターの排煙窓、そ

れから網戸の修繕費用となってございます。 

続きまして、２項観光費２目観光施設管理費でございます。足湯・手湯管理事業で129万
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8,000円につきましては工事請負費で、薬師の湯のポケットパークの用地造成に伴う工事で

ございます。にぎわい広場管理事業の134万9,000円につきましては備品購入で、イルミネー

ショントンネルパイプの資材の追加購入分となっているものでございます。 

12ページ、13ページ目をお開きください。 

続きまして、８款土木費２項道路橋梁費１目道路橋梁維持費でございます。道路橋梁維持

事業で1,153万6,000円の増額でございます。これは12節用地測量調査業務委託料として27万

5,000円で、財田美沢線の用地測量及び調査設計業務委託料349万5,000円で、財田美沢線道

路改良に伴う実施設計及び349インター通り交差点の検討業務でございます。 

また、14節の工事請負費776万6,000円は、洞爺19号線道路補修工事及び大香線の法面補修

工事でございます。橋梁長寿命化計画修繕事業で792万6,000円でございます。これは12節調

査設計業務委託料28万6,000円で、こちらにつきましては、資材実勢価格の調査業務でござ

います。14節工事請負費764万円につきましては、湯元橋の改修工事の資材単価が非常に上

昇していることに伴う増額分でございます。 

続きまして、５項都市計画費１目都市計画管理費でございます。公共下水道事業特別会計

繰出金事業の800万円減額につきましては、下水道事業特別会計の歳出減に伴う一般会計か

らの繰出金の減となってございます。 

続きまして、10款教育費４項社会教育費５目の文化財費でございます。文化財保存整備事

業の19万8,000円につきましては使用権許諾料で、入江・高砂貝塚、洞爺湖有珠山ジオパー

ク、洞爺湖芸術館、それから洞爺湖ぐるっと彫刻公園などの文化芸術、観光など来訪者がス

マートホンで検索できるアプリの導入費用となってございます。 

一番下の13款１項１目の予備費でございます。こちらは11万2,000円の増額となってござ

います。 

続きまして、14ページ、15ページで、最後のページになります。 

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。観光支援対策事

業の660万円につきましては、洞爺湖観光ＰＲ事業委託料でアフターコロナを見据えた洞爺

湖観光ＰＲとして誘客促進を図るためのテレビＣＭの放映でございます。 

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

給付金給付事業の290万円で、こちらは低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特

別給付金となっておりまして、当初計上しておりました予算額に対し、対象見込み児童が99

名見ていたのですけれども、157名ということで58名が増加し、これに伴う増加分でござい

ます。次に、妊産婦応援特別給付金事業の250万円につきましては、妊産婦応援特別給付金

で、令和３年４月２日以降に出産する、また出産した妊婦に対して安心して子どもを産み育

てることができるよう家計支援のための特別給付金の支援でございます。こちらは対象を50

名見込んでいるものでございます。 

それから最後に、４目防災対策費でございます。防災対策事業の1,117万6,000円につきま

しては備品購入費で、避難所でのコロナ感染を防止するための避難所用パーテーションを
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400台購入するものでございます。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

  ６番、五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） ２点ほど、お伺いをいたします。 

  まず、11ページの予防費の基本健診事業、一般質問で基本健診を質問したからではないの

ですが、たまたまなのですが、健康管理システムのシステム変更というふうに説明を受けた

のですが、西いぶり広域連合に電算システムの移行を多分10月ぐらいから始まると思うので

すが、実際稼働するのは来年の１月でしたか、ちょっとはっきり月日は覚えていませんが、

そのような感じでいく中で、西いぶりに負担金を出すということは、西いぶりに移した後の

システム変更というふうに考えればいいのでしょうが、今現在のシステムを変えて、今の現

行での処理が必要であれば、当町のシステムを直して対応しなければ駄目だと思うのですが、

その辺の絡みといいますか、ちょっとクリアにしていただきたいということが１点です。 

  それから２点目が、次のページの13ページで、道路橋梁維持費の１番の道路橋梁維持事業

（建設課）のところで、財田美沢線の調査設計等の費用なのですが、私も時々通る道ですし、

多分フットパスに指定されている道路で未舗装の大変趣のある映画の撮影にも使われそうな

道路なのですが、私有地に道路が入り込んでいたということなのだと思いますが、情けない

というか、そんなことがあっていいのかなと思うような案件ではないかなというふうに思い

ます。るる担当が替わったり、多分洞爺村時代からのことだったのかもしれませんが、どん

なタイミングでこれが分かったのか。もっと以前に分かっていたけれども、そのままになっ

ていたのか、まず伺いしたいことと。 

もう１点は、所有者から、うちの土地に道路が走っていますよと指摘を受けて変えること

になったのかもしれませんが、せっかく道路がついていることですから、解決方法として新

たに道路をつけるような形を取るのではなくて、道路として使っている部分を買い取るとい

う方法を取れなかったのかどうか。費用のこともありますけれども、特に道路変更で直した

りとかしなくても、そのまま道路を使えるかなというふうに思ったのですけれども、そのこ

とについてお伺いいたします。 

○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） ただいまの４款衛生費２目予防費に補正を計上させて

いただいております基本健診事業の西いぶり広域連合への負担金の関係でございます。 

  こちらの事業につきましては、現在使用している健康管理システムということではなくて、

今後使用されるシステムへの改修が必要となるため広域連合でのシステム改修が行われ、そ

れに対する今後使用する部分での負担ということで、今回発生しているものでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 若木経済部長。 



－155－ 

○経済部長（若木 渉君） 私のほうからは、財田美沢線の件についてご説明いたします。 

  まず、どんなタイミングで分かったのかということでございますが、今年の春先ですか、

土地の所有者から依頼を受けた不動産の事業者の方から町のほうに連絡がございまして、要

は、土地の売買の交渉を進めていた中で、その土地の中に町道敷地が入り込んでいるという

ことが分かったために売買契約が破談になったということで、町のほうに電話が来まして、

そこが発端として状況が把握できた中で、対策の部分で、あくまでも不動産屋を通じての交

渉には今なっているのですけれども、その方を通じて今やり取りをしている状況となってご

ざいました。 

  その中では、なかなか交渉の部分がうまく進まない部分もある中で、冬になるとあそこの

町道自体が通行止めの部分が発生しまして、冬になってしまうと通れない方が出ては困ると

いうことで、町としては早急に道路として確保しなければいけないという中で、現道のすぐ

横に道路敷地があるものですから、そちらのほうに今振り替えるということで設計等進めて

いる最中でございます。 

今ご指摘の売買という部分で、対応できなかったのかというところでございますけれども、

まだ設計のほうがこれから上がってくる中で、費用負担等考慮した中で相手先との交渉の中

で、工事費そのままかけるよりも安価にもし買収できるような話が進むようであれば、それ

も選択肢として排除したわけではございませんので、その辺の部分も含めた中で、町として

どういった対応が有利になるかということを考えながら対応していきたいなというふうに考

えてございます。 

○議長（大西 智君） ６番、五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 健康管理システムのほうですが、大まか理解できたのですが、今

使っているものは当町としてそのまま使えるけれども、移行した後の広域連合で使われてい

るシステムでは当町のシステムをそのまま受け継ぐというか、引き継ぐには不具合があって、

当町のシステムを西いぶり広域連合のシステムに入り込むには訂正をした中でしか入り込め

ないというふうに理解していいのかどうか、もう一度確認をさせていただきたいと思います。 

  それと、先ほどの件、やはり設計や何かが始まっているかもしれませんが、経済部長が今

答弁していただいたように、直さなくて済むならその道路をそのまま使えたほうがはるかに

有益だと思います。費用が特段に高いような形で売買が成り立たないとかということになれ

ばまた別な話ですが、鋭意努力をしていただきたいというふうに思います。 

○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） 申し訳ありません。説明不足でした。今回、システム

の改修を行わせていただきますのは、今後、国で新たに事業展開が行われます健康診断結果

を基にした情報共有化、情報活用の事業というのが新たに行われます。今回補正の中でも、

国庫事業として歳入も計上させていただいているのですけれども、今後行われる事業のため

のシステム改修という内容になります。あくまでも、今現在ある広域へのシステムの移行に

伴って今回改修の負担金が発生するというわけではございません。 
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○議長（大西 智君） ６番、五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 分からなかったらまた後でお聞きしますが、何回も聞いて申し訳な

いのですけれども、今の話でいきますと、システムの変更のことでありますけれども、だと

したら、国の制度云々の変更であれば、広域連合自体のシステムを変えなければ駄目になる

はずですから、その分の負担金と考えればいいですか。 

○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） 広域連合自体のシステムが変わります。ですから、広

域連合に加入している各市町が今回のシステム改修に伴いましてそれぞれが新たに負担する

という形になります。 

○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14、15ページの中で、今回の新型コロナウイルス感染症

対策費の中で、３点ほど伺っておきたいなと思います。 

  まず１点は、生活支援対策事業ということで、妊産婦応援特別給付金支援事業ということ

で250万円計上されております。これは反対するものではありませんけれども、千葉県で妊

産婦の方がコロナウイルスに感染いたしまして、受入れ先等がなくて、残念なことに運ばれ

た病院で赤ちゃんが亡くなったのが確認されたと。こういったことは二度とあってはほしく

ないし、洞爺湖町でももちろんそういう事故等は発生してもらいたくないと思うのですが、

支援事業を確認する中において、そういったことも考えながら、妊産婦に対して感染予防対

策というものをこうあるべきだとか、あるいはまた出産された後にはこのような支援策を講

じた中でのお一人様５万円だよということを速やかに伝える方法が必要でないのかなと思う

のですけれども、その辺はどのような見解をお持ちなのか伺っておきたいなと思います。 

  それから２点目は、経済対策事業で観光支援対策ということで洞爺湖観光ＰＲ事業として

660万円ほど計上されております。この件についても、反対するものではありませんけれど

も、昨年補正が確認されて、ただ、実は今年の春、１月、２月、３月でしたでしょうか、放

映されました。映像制作というのは、ＣＭは各社民法５局で15秒と。自分の友人も札幌にい

まして「真屋町長、出てたよ」と連絡を受けて、自分もチャンネルを見ながら待っていたけ

れども、その日は見ることができなかった。次の日は見ることができたのですけれども、何

を訴えているのか、僕はよく分からなかった。それから、見た方で真屋町長が出ていたよと

いう連絡をくれたときも「邦夫さん、あれは何を訴えているか、よく分からないわ」という

ことであったので、私、今回の映像が前回と変わるものかなと思ったら、いわゆる昨年度に

制作した素材を活用するということになると、全く同じものを流すということになるのだろ

うなという気がするのですよ。 

やはりこれだけ経済が冷え込んで、職員の中ではオール洞爺湖というすばらしいネーミン

グが入っている職員もいるのですが、オール洞爺湖というものを考えてみたときに、前回の

ような1,500万円を出して放映したけれども、効果度というのはどうあったのかと。そして、
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そういったことの検証、検分を図って、そして今回の660万円になったのかどうなのか。私

は少なくとも、前回が1,500万円であったけれども、これからの洞爺湖観光を盛り上げてい

くためには、3,000万円にするのだぞということになればもっとうれしいのですよ。もっと

大賛成なのですよ。 

ところが、民法５局も15秒と同じ。50回も同じ。そして660万円と。これは何かすっきり

しないのですよ。見る方も何を訴えているか分からない。これでは、前の1,500万円は、自

分は投げたようなものでないのかなと。テレビ会社のほうにうまくやられたのではないかな

という疑いすら思える映像内容でした。今回も同じだというならば、もう少し補正を予備費

から出してもいいから、もっと放映内容を変えるべきではないのかなという気がするのです

けれども、その辺どのような見解をお持ちなのか、伺っておきたいなと思います。 

それから、防災対策事業費ということで1,117万6,000円計上されて、２万5,400円のパー

ティションを400張りということであります。これも、本来ならば、今回のようなコロナウ

イルス感染症対策事業ということに盛り込んでこういうものを買うのはいかがなものかなと

いう自分はそういう気がしますけれども、いずれにせよ、こういう補正が出てきたわけだか

ら反対はしませんけれども、ただ、しっかり覚えてほしいのは、災害が発生して避難所に避

難された方々というのは被害者ですよ。その被害者の方々というのは、いい物資に飛びつく

というのが当たり前です。このパーティションがいいということになったならば、みんなが

飛びつくだろうと。そうしたならば、避難者の規模にもよりけりだと思うけれども、飛びつ

いたときにそういう希望者に誰一人欠けることなく対応できる数を用意するのか、将来的に

も。この辺、ただ1,117万6,000円を使って400張りということになると400なのですよ。とこ

ろが、いいとすれば何千と必要になってくるのではないか。避難者が希望する。いいものに

は飛びつきますよ。これは被害者は当たり前です、いいものに飛びつくのは。ですから、そ

れに対応できるだけのパーティションを将来的にも用意するということで、今回こういう

パーティションを購入することになったのか、その辺を伺っておきたいなと思います。 

○議長（大西 智君） 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） １点目の生活支援事業ということで、妊産婦応援特別

給付金事業についてお答えをさせていただきたいと思います。 

  議員おっしゃるとおり、千葉で起きました事故については非常に悲しいことで、こちらの

ほうといたしましても、そういったことのないことを祈っております。 

  コロナ関係で、妊産婦も町民の方々も含めて全ての方々に対しまして感染拡大防止と防止

に対する取組というのは今後も継続して重点を置いて行っていきたいと思います。ただし、

今回の洞爺湖町妊産婦応援特別給付金の支給事業につきましては、コロナ禍の影響により生

活環境及び経済状況が急変する中で、生まれてくる子どもや母親が洞爺湖町の未来を担う大

切な町民であるという認識の下、妊婦が安心して子どもを産み育てることができるように家

計を応援していきたいということを目的として事業を行う予定でおります。 

  以上です。 
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○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） テレビＣＭの観光ＰＲの件でございます。 

  前回の放送ＣＭの制作につきましては、洞爺湖町内で働く人を中心に編集をさせていただ

きました。そこでは、人の温かさというものを伝えようという思いから編集をさせていただ

いたのですが、なかなか思いが伝わらない部分もあったのかと思います。 

  また、ＣＭを放映させていただいた効果でございますけれども、ＧＲＰ値と言いまして、

延べ視聴率でございますけれども、1,251％という数字が出てございます。これは道民528万

人が一度は視聴したというのがＧＲＰの100％ということで、数字上で言いますと、全北海

道民が平均でいうと12回視聴したという数字も出てございます。 

また、効果といたしましては、特にゴールデンウィーク、５月２日、３日におきましては、

コロナ感染が始まった昨年の１月以降で一番とも言えるぐらい非常に多くのお客様にお越し

いただきました。その後、北海道では５月９日から蔓延防止等重点措置、そして５月16日か

らは緊急事態宣言が発出され、非常に苦しい時期もございましたけれども、６月20日の解除

以降は少しずつ客足が戻り、またＣＭで見た洞爺湖の景色が美しくて遊びに来たよというお

客様の声も伺ったところでございます。また、あるホテルの方からは、昨年６月以降は、道

央地区でほかの温泉地と比べて洞爺に一番お客が入っているという情報もいただいてござい

ます。さらに、７月以降、週末、夏休み期間中は大変多くの観光客が洞爺湖温泉街を散策さ

れたり、公園を利用していただくなどしてございます。 

今回、緊急事態宣言が解除された後、道内の感染状況の動向にもよりますけれども、この

秋冬には北海道民を対象とした道のキャンペーンも計画されており、道内のお客様にぜひ洞

爺湖を選択してお越しいただく手段の一つとして、昨年に制作しましたＣＭの動画ですけれ

ども、これを一部再編集いたしまして、テレビＣＭで放送させていただきたいと考えており

ます。そうすることで、何とかほかの地区との差別化を図っ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） 仙波危機管理室長。 

○危機管理室長（仙波貴樹君） 今回の補正におけます防災備蓄の購入の関係でございます。 

  目標とする備蓄量につきましては、2000年の有珠山噴火を参考にしてございます。2000年

の噴火のときの避難所への最大の入所率が2000年５月３日の64.2％であるということを勘案

して、現在の備蓄を考える上で、入所率を70％と見込んで備蓄することで避難直後の初動期

において利用できる数量としては十分ではないかと考えてございます。 

  それで、基となる数字なのですが、有珠山噴火におけます避難を要する世帯が現在約

2,800世帯と見込んでございます。このうち、４人以上の世帯が200世帯ございまして、４人

以上ですと一つのパーティションで４人入ることは少し難しいので、４人以上の世帯につい

ては２台を想定してございます。それらを合計しますと、約3,000台が必要かと思われ、そ

の3,000台のうちの70％で目標とする備蓄量を2,100台というふうに考えてございます。  
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昨年、パーティションを540台整備したところでございまして、今回の400台と合わせると約

1,000台と。 

また、こういった防災資機材を購入するに当たって緊防債など有利な財源が乏しいもので

すから、今回こういった10分の10である交付金を活用させていただいて、目標とする数量に

向けて確保していきたいと。今後も有利な財源を活用しながら、目標備蓄に近づけていきた

いというふうに考えています。 

  また、有珠山噴火のみならず、今年に入り一般質問の中でも土砂災害の対策についてもご

質問があったところでございますが、日本各地で大雨による災害が頻発してございますので、

有珠山噴火のみならず、大雨災害や土砂災害など、毎年発生するリスクのある災害への備え

も万全にしなければならないことから、当該パーティションを備蓄することによりまして迅

速に感染症対策を実施した避難所開設が期待することができるものですから、今回補正の提

案をさせていただきました。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） １番、越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 生活支援のところは、今の健康福祉センター長の答弁で理解いたし

ました。 

  ただ、経済対策の洞爺湖観光のＰＲ事業で、そうすると、今、課長が答弁されております

けれども、歯の浮くようないいことばかり言われているような聞こえ方を自分はしたのです

けれども、そういった方々というのは、こういう放映を見てきたという検証をしているので

すか。全体的に、今までのいろいろな洞爺湖観光の在り方というものを、それから行政から

メッセージを発信するといったこともあっただけに洞爺湖観光にたくさんの方々が来ていた

だいているのではないかなと思うのですよ。 

ただ、聞いているのは、1,500万円を使って、それが効力を発揮して、非常にプラス思考

になって観光客がどっと打ち寄せたという総括になっているのですか。私はそうは思ってい

ない。自分が思うのは、本当にいつ入るかなと見ていても、１か月ぐらいで三、四回より見

ることができなかったのだけれども、何を訴えているか分からない。これは、自分の札幌の

友人も電話をよこしたときに言っていたけれども「邦夫さん、あれは何訴えているか分から

ないよ」と。「もう少し景勝地である洞爺湖なら洞爺湖をばんと出して、そこで浴衣を着て

いる女性が出てくるとか、そういったほうがむしろいいのではないか」と。例えばですよ。 

そう考えると、今、某ホテルでコマーシャルやっている放映内容というのは、本当に感動

しますよ。これはいいな。湯船につかって、中島を見る。花火を見る。浴衣を着てフロント

ロビーを歩いている姿で待っている、ああいうものでぼんと洞爺湖温泉と入れたほうがむし

ろ私はいいのではないのかなと思うのですよ。気持ち分かりますよ。でもあれでは、インパ

クト弱い。 

だから、先ほど課長が再編をしてと。再編といったら大幅に変えてくださいよ。希望とし

ては。それでないと、1,500万円は本当にただただ飛んでいったのではないかなと思ってい
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ますよ、自分は。あの内容では。だから、今度は660万円と、これだけ洞爺湖観光というの

が冷え込んでいるわけだから、もっともっと解除になったならば、どんと観光客が打ち寄せ

てくれるような、660万円にゼロを一つ足して6,600万円ぐらいかけて放映するぐらいの意気

込みでないと駄目だと思いますよ。これを見ると、昨年の制作の素材を活用すると。前と同

じだということでしょう、これでは。これではあまり効果がないと思う。その辺の企画をも

う一度考えてみていただきたい。そうでしょう。50回は同じ。15秒も同じ。民放の５社も同

じ。これでは、何か理解できない。補正には賛成しますけれどもね。本当に理解できない。

これは、よく考えてみるべきだと思う。 

それから、防災課の危機管理室長の答弁をいただいて、理解できる。そうすると、大体今

回入れると960台、パーティション用意できると。有珠山噴火災害の例からでも、約2,100台

用意するという、それは目標ですね。正確に言ったら、960を約1,000と言ったけれども、40

足りないよ。俺に言わせると。細かく言うけれども。そうすると、2,100台を用意するとい

うことだけれども、大体いつ頃までにパーティションを用意しておくのか。災害というのは

いつ発生するか分からない。発生してもらいたくないけれども、それだけの備えというもの

は必要だと思うのですよね。ですから、いつ頃までパーティションをあと残りの1,140台で

すか、用意できるのか、用意するのか、その辺をもう一度お願いしたいと思います。 

私も、昭和52年の有珠山噴火のときも、あるいは2000年の噴火のときもいろいろ体験しま

した。その中で、体験談から言えば、公平、平等さが欠けると本当に混乱のもとになります

から。自分は２回のあれで経験したのですけれども、混乱のもとになりますから。ですから、

こういうものを用意するならば、いいものであったら、みんなが欲しがる。これは当たり前

です、被害者としては。だから、不公平さが欠けないような物資を用意するという考え方で

いるのか、もう一度伺っておきたいなと思います。 

○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） 放送を見て洞爺湖がきれいだからお客様が来たというお話も

聞きましたが、決してこれは検証したわけではなく、ホテルの方から聞いた声でございまし

た。今回、限られた予算ではございますけれども、議員がおっしゃるとおり、やはりすばら

しい誇れる景色を持っている洞爺湖ですので、その辺もうまくこの再編集の中に組み入れな

がら、何とか見ていただける、視聴者の方にもしっかりと伝わるような内容のＣＭを作成し

ていきたいと考えております。 

○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） 目標備蓄数をいつまで対応するのかというご質問でございま

す。それにつきましては、正確な期日はちょっと明言することは難しいのですが、でき得る

限り早く対応したいというふうに考えてございます。 

  また、こういった防災資機材のパーティションを提供する事業者とも現在協定を結んでい

るところでございます。協定により３日以内には調達できるというお話もいただいておりま

すので、備蓄数に達する前まではそういった協定をうまく活用しながら対応したいというふ
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うに考えてございます。 

  また、議員からご指摘のありました公平、平等に欠けると混乱が起きるということについ

ては、私も諸先輩からそういったお話も聞いているところでありますし、町史を見たり、い

ろいろな文集といいますか、そういったものからもそういったことがうかがえますので、次

回の噴火においてはそういうことがなるべくないよう心がけていき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） ２点については、首をかしげるところがたくさんありますけれども、

おおむね理解したということで、この補正には後で反対か賛成かは行動で移しますけれども。 

ただ、こういう補正を組んだときに、自分があれと思ったのがあるのですね。というのは、

６月議会で、これからの商工業者等々を守る経済対策はどうなるのですかということで自分

も言いました。例えば、政府金融の融資を受けている方々はもうそろそろ返還も始まる。そ

れから飲食店に酒を入れる方々もいるけれども、そういった方々には支援金は１銭も出てい

ない。例を挙げれば、そういうことも考えて、そういった方々にもやはり支援金を支給でき

るような経済対策を講じなければならないと言ったら、町長は苦しかったのかもわかりませ

んけれども、今回限りではないと。まだまだ臨時交付金は入ってくるのではないかなと期待

していると。それが入ってきたときに、そういう支援を受けていない方々に対して支援対策

を講ずるという明確な答弁はしたのを私も鮮明に覚えています。したがって、そういう方向

性というものがあるのかどうなのか、最後にお願いしたいなと思いますけれどもいかがで

しょうか。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 私どもも、早くに国会を開いていただいて、そして地方創生臨時交付

金の補正を早くに通していただきたいという願いで地元選出国会議員の先生方にはいろいろ

お話をさせていただいております。 

ただいま国のほうにおきましては、総裁選挙が終われば衆議院選挙があるというふうに聞

いております。その中でも、多くの方々がやはり思い切った補正予算を組まなければという

ふうなお話も聞いているわけですが、何としても早くに臨時国会を開いていただいて、そし

て補正予算をつけていただければというふうに思っております。 

ただ、私どもは全国知事会、あるいは市町会、町村会のほうから国に対していろいろ要望

がされております。前回の昨年の繰越金を利用した補正が5,000億円あったように聞いてお

ります。そのうちの2,000億円については国のほうでもう消化してしまっていると。残りの

3,000億円のうち2,000億円については各都道府県に配分したと。残り1,000億円を全国の市

町村に配分したと。これでは昨年臨時交付金を受けたものとは全く違う要素になっていると

いうこともございますので、地方のことを一番知っているのはやっぱり基礎的自治体が一番

知っているのだということを強く国会議員の先生には申し述べさせていただいておりますの
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で、それに今期待をしているところでございます。 

それが来れば、例えば商工会ですとか、あるいは観光協会ですとか、いろいろな各団体の

方々との意見交換をしながら、今町内でどこが一番疲弊している、困っているのだというこ

とを再度洗い直して、手の届くところに本当にその支援金を出せるような準備はしていきた

いなというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございますか。 

それでは、ここで一回休憩をしたいと思います。再開を２時30分といたします。 

                               （午後 ２時２１分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午後 ２時３０分） 

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

○議長（大西 智君） 引き続き、議案第20号の質疑を続けたいと思います。質疑はございま

すか。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 大分、前の議員の方が質疑していただいたので、私はそれ以外のこと

でお話ししたいと思うのですが、ちょっと気になったのは、９ページのトレーニングセン

ターのトレーニングマシンのベルト交換という話がありました。これはもともと古いほうな

のかな。トレーニングマシンは、１台100万円近くで数台購入したばかりですから、そうい

うのがベルト切れるなどというのはちょっと考えられないのですけれども、参考に、中身を

もう少し説明いただければと思います。 

  それから、私もやっぱりコロナ感染対策の中で、今回こういう３事業を提案されています

けれども、先ほど町長が言われていましたけれども、今、町内の事業者含めてどんな状況に

あるのか、何の今支援が求められているのかということを、前の一般質問のときにも、商工

会を通じてアンケートを取りながら把握しているというような話をしていましたけれども、

町がもっと率先して町内の事業者含めて実態把握を積極的にやるべきだと私は思うのですよ

ね。事業者団体のそういう調査に任せるのではなくて、むしろ町は率先して今の町内の状況

を把握する。その中で、今何が、特に支援が遅れているところ、あるいは必要としていると

ころを、本当に町長が１件でも事業者の倒産なり廃業は起こせないという決意を述べられて

いましたから、その辺でいうと、やはり町自身がもっと積極的に調査しながら、対策を講ず

るべきではないのかなと思います。そういった点では、今回、３件提案されたわけですけれ

ども、どういう経緯で３件になったのか、あるいはほかにもどんなメニューがそもそも検討

されたのかということをお聞きしたいと思います。 

  それから、実は私もＰＲ事業でちょっと疑問なのですけれども、市や町が単独で、その町

を宣伝するのも確かに必要かもしれませんけれども、最近、テレビの民放などを見てみます

と、もっと広範囲に面でＰＲ活動をやっているのですよ。よく見ると、北海道なども含めて
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振興局単位といいますか、市町単位で、例えばオホーツクであるとか道東、道北であるとか、

地域の幾つかの市や町をトータルで、その町のよさをそこに移住して生活している方々の思

いなり、まちおこし協力隊の方々の活動の内容であるとかといったものや自然を一緒に放映

しているのです。ですから、コマーシャルではなくて番組なのですよ。30分、あるいは時に

は１時間近い番組でその地域のよさを宣伝するのですね。私はそういうＰＲ活動があってい

いのではないかと思うのです、特に道央や道南地区含めて。 

そういう意味でいうと、例えば隣の伊達市とか壮瞥町とか豊浦町なんかとも一緒になって、

この地域、ジオパークとして、あるいは縄文地域として宣伝するようなことも含めて、これ

は今回提案されていないのであれなのですけれども、そういう意味でもっと面で宣伝するこ

ともこの地域をＰＲする上で必要だと思うし、そういう方向でもぜひ検討すべきだったので

はないかという気がするのですが、その辺どうだったのかお伺いしたいと思います。 

○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） ただいまの質問の衛生費の保健衛生管理費のトレーニ

ングセンターのトレーニングマシンの修繕でございます。 

こちらにつきましては、毎年毎年、定期的に保守点検を行わせていただいて、利用者の

方々の安全という形で対応させていただいております。今年度につきましては、議員がおっ

しゃるとおり、新しく入れ替えたものの走行ベルトの交換でございます。走行ベルトはゴム

でできておりまして、こちらにつきましては、経年、また使用頻度によりまして耐久性とい

いますか、損耗、経年劣化といった部分で４台の走行ベルトのゴムの交換という形でござい

ます。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 今回の新型コロナウイルス感染症支援対策の内容でございます。 

  まず、生活支援対策事業に関しましては、緊急事態宣言、蔓延防止等重点措置といったも

のが繰り返し発令される中で、前回、新生児を対象とした定額給付金の対象にならなかった

乳幼児を対象とした事業を実施しておりましたけれども、そういった緊急事態宣言のたび重

なる延長も踏まえ、今回これまで対象とならなかった妊産婦、または新たに生まれた新生児

を対象とし、事業を追加決定したものでございます。 

  また、防災対策事業につきましては、前回実施した内容に合わせまして、コロナ対策にお

ける緊急避難対応において、コロナ対応が必要な部分を継続して緊急性も併せ持った事業と

して追加で決定したものでございます。 

  また、経済対策事業につきましては、これまでも繰越事業、また６月の補正でも実施して

いる事業で継続実施しているところでございます。今回は、脱コロナといいますか、コロナ

が終了していくといったところを目がけて、さらに観光ＰＲ事業として映像をもって洞爺湖

町のよさを知っていただき、さらに観光誘客を図るための事業として追加決定したものでご

ざいます。現在実施しているもの、また、この後、事業者支援といたしまして新たに国の臨

時交付金を活用した事業者支援事業というものも国の決定を経て当町としても実施する部分
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もございますので、そういった事業をしっかり組合せをしながら事業者支援に当たりたいと

考えております。 

  なお、経済対策事業につきましては、今回の事業に限らず、これまでも各団体のそれぞれ

のトップの方にお集まりいただき、洞爺湖町内の各加盟団体の事情、また町に実施していた

だきたい支援内容といったものの意見交換を進めながら、そういったものを参考にこれまで

事業決定をしているところでございます。 

○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） 町単独でのＰＲではなく、もっと広域で面的な宣伝がいいの

ではないかという質問でございます。 

  ただいま、登別洞爺広域観光圏協議会でもＰＲ動画を制作中でございまして、それがこの

冬頃に完成予定となってございます。また、数年前には民放のテレビ局のほうでも、西いぶ

りを中心に番組を作っていただいたという経緯がございまして、その辺もまたテレビ局のほ

うには再度依頼をしていきたいなというふうに考えてございます。また、観光協会、旅館組

合等とも連携をしながら、ウエブですとかＳＮＳでのＰＲもどんどん行っていきたいと考え

ております。 

○議長（大西 智君） ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 本当は確認のつもりで聞いていたのですが、今の説明を聞きましたら、

新規に購入したトレーニングマシン機器のベルトだということですね。使用頻度もあるので

しょうけれども、本当に購入してまだ間がなかったと私は思っています。そして、１台100

万円以上、たしかしたような気がするのですよね。こういう機器がそんなに簡単にベルトが

おかしくなって交換しなければならないという状況になるのかどうか。仕様がよく分からな

いのですけれども、例えばこういったものについては一定の保証期間であったり、納入業者

なり、機器販売メーカーに対して保証の対象とならないのかどうか、この点、通常の使用で

もってもしベルトがおかしくなったのだとすれば、ちょっとあまりにも交換しなければなら

ない期間が短すぎるというふうに思うのですよね。この辺の何か問題がなかったのかどうか、

改めて確認をさせていただきます。 

  それから、コロナ関係の支援のことですけれども、町としては事業者各団体との意見交換

も踏まえて、支援の内容について協議してきたというようなお話でありますけれども、通常

は、観光協会であったり商工会であったり、あるいはそれぞれ個々の旅館組合とかという団

体の代表の方や役員の方々と懇談をしながら対策を取ってくるのだと思うのですが、そうい

うところになかなか状況が反映できていない個人事業者という人たちも、私は町内にはいる

と思います。現に、私もそういう方々の何人かの声を実は聞いているのですけれども。 

ただ、これまでの支援ではなかなか該当しないということ、そして、その辺がある程度の

規模のある事業者なら声は出せても、小さいところで本当に頑張っている事業者の人たちが

なかなかその声が行政にまで届かないという状況があってはならないと思うのですよ。そう

いう意味で、そういう事業者団体の声を聞くだけではなくて、町が自身で独自に町内の事業
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者の実態を把握するという、アンケート活動はそんなに難しい話ではないですし、ぜひ私は

やりながら対策を強化すべきだと思います。 

そこで、今出てきました、今後、新たな事業者支援も考えているというようなお話でした

ので、例えばそれはどういう内容のものを考えているのか。まだ決まってはいませんから、

取りあえず方向性としてこういうようなものというのがもしあるのであれば、それも参考に

聞かせていただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 若木経済部長。 

○経済部長（若木 渉君） 今の経済対策に対する状況把握という中で、先ほど佐野部長のほ

うで申し上げましたとおり、各団体、商工会、観光協会、旅館組合や飲食店組合といった代

表の方を通じて、会員の皆さんからの意見を集約した中で、どういった取組が望まれている

かというところの集約を図ってきているところでございます。 

  どんなことを考えているのかというところについては、今言った事業者を通じて、意見集

約はこれからなものですから、これからそういった追加の部分について意見集約した中で、

追加の方策について考えてまいりたいと思ってございますが、幾分、今回来た臨時の交付金

というのは額があまりにも少ないものですから、限られた予算の中ででき得る部分というも

のについてどういったものが対応できるのか。また、その使途についても事業者支援という

中である程度限定された使途の中で措置されている予算でございますので、そこの使い道に

ついて事業者の意見を聞きながら、今後、対策については考えていきたいと思ってございま

す。 

  また、意見集約の部分につきましては、先ほど申し上げた団体の方を通じてということで、

そこは漏れている部分もあるのではないかというところでございますけれども、基本、例え

ば商工会なりの会員限定ということではなくて、それ以外でも気がつくところがあれば、そ

の都度声がけしていただきながら、事業者の支援等も行っていただいていた中で、そういっ

た部分も活用しながら、会員限定ということではなく、極力、意見集約のほうは図っていき

たいというふうに考えてございます。 

○議長（大西 智君） 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） ランニングマシンでございます。 

  ランニングマシンにつきましては、定かではないのですけれども、購入自体が４年か５年

前に補助金を活用して購入しているものでございます。今回は、もともと健康福祉センター

にございましたが、３月に、清水友愛の里に新設された施設のほうに移設を行いました。移

設を行った際に再度整備を行ったということで、もともとランニングマシン自体につきまし

ては、保証期限についても、とうに過ぎているものでございます。経年によりまして、損耗

による交換ということでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕  
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○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20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20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。 

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

◎議案第21号の上程、説明、質疑、討論、採決  

○議長（大西 智君） 日程第14、議案第21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） それでは、議案書の76ページをお開きください。 

  議案第21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２号）でござ

います。 

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。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ230万円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出予算それぞれ９億5,338万8,000円とするものでございます。 

以下、事項別明細により説明をさせていただきます。 

４ページ、５ページ目をお開きください。 

それでは、まず最初に歳入でございます。 

５款１項１目繰入金、一般会計からの繰入金800万円の減額でございます。 

７款諸収入１項１目雑入570万円の増額。こちらにつきましては、令和２年度分消費税の

還付金でございます。 

次にページをめくっていただきまして、６ページ、７ページ目でございます。 

歳出でございます。 

１款公共下水道費１項下水道管理費１目一般管理費、一般管理事務事業で135万円の増額

でございます。26節公課費で、消費税中間申告納付予定による増でございます。 

３款１項１目予備費365万円の減額でございます。 
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以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第21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〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第21号令和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22号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第15、議案第22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） 議案書の79ページをお開き願いたいと思います。 

  議案第22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２号）でございます。 

  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。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11万3,000円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億3,803万7,000円とするものでございます。 

次に、事項別明細の４ページ、５ページ目をお開きいただきたいと思います。 

まず、歳入でございます。 

６款繰入金１項一般会計繰入金３目低所得者保険料軽減繰入金、過年度分で11万3,000の

増額でございます。これは令和２年度負担金、国庫でございますけれども、額の確定による

追加分でございます。 

ページをめくっていただきまして、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。 

４款１項基金積立金１目介護保険給付費支払準備基金積立金、24節介護保険給付費支払準
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備基金積立金で800万9,000円の増額でございます。これは令和２年度会計決算に伴う余剰金

の積立てでございます。 

次に、５款諸収入１項償還金及び還付加算金２目償還金でございます。介護給付費負担金

等返還金で2,364万円の増額でございます。これは22節償還金で、令和２年度国庫負担金等

の精算に伴う返還金でございます。 

最後に、６款１項１目予備費で3,153万6,000円の減額でございます。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。質疑はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第22号令和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22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23号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第16、議案第23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82ページでございます。 

議案第23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２号）でござい

ます。 

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540万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１億3,821万5,000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、事項別明細書の中でご説明いたします。 
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事項別明細の４ページ、５ページ目をお開き願いたいと思います。 

まず、歳入でございます。 

  ６款１項町債１目簡易水道債で540万円の増額でございます。配水管布設替工事の設計変

更による増額でございます。 

次に、６ページ、７ページの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２項簡易水道建設費１目簡易水道建設費でございます。簡易水道建設

事業で540万円の増額でございます。これは、14節工事請負費で、大原地区の配水管布設替

工事の工事区間延長によるもの及び財田地区配水管布設替工事の人力による掘削から機械掘

削への変更に伴う増額でございます。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第23号令和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23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。 

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

    ◎行政報告について 

○議長（大西 智君） 日程第17、行政報告を行います。 

  町長から行政報告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） 町のほうから、追加の行政報告をさせていただきます。 

  一つ目に、服務規程違反等による職員の懲戒処分についてでございます。 

  このたび、町職員４名において繰り返される遅刻や不適切な時間外勤務などの服務規程違

反、上司や町民への暴言やセクシャルハラスメント行為といった職場内勤務秩序びん乱、給

与の不正領得並びに公金の不適切な処理が行われていることが判明しました。 

  町といたしまして、全体の奉仕者としてあるまじき行為であるため、弁護士にも相談し、
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懲戒審査委員会による本人からの事情聴取や弁明の機会を付与しながら、慎重に非違行為を

確認したところであります。 

  町民との信頼関係を損なう、このような行為が発生したことは誠に遺憾であり、議員並び

に町民の皆様に深くおわびを申し上げる次第でございます。大変申し訳ありませんでした。

今後は職員に対する指導や教育を徹底し、信頼回復に努めてまいります。 

なお、関係職員の処分に関しましては、２名の停職処分、１名の減給処分、１名の戒告処

分とし、所属長を監督責任から厳重注意としたところであり、給与の不正領得については、

当事者に返還請求を行っております。 

  二つ目として、特別職の給与の減額についてでございます。 

  今般の職員の服務規程違反等の非違行為及び教育長行政報告にありました教育委員会職員

による保育料の不適切な処理の最終的な監督責任として、町長、副町長及び教育長の給料の

減額に係る議案を追加提案しておりますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

  なお、教育委員会職員の処分につきましては、教育長行政報告のとおりでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 以上で、行政報告を終わります。 

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

    ◎議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第18、議案第24号洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する条例の

一部改正についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 令和３年９月14日議会の追加議案を提案させていただきます。 

  それでは、追加議案として議案第24号でございます。 

  洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正について、ご提案を申し上げます。 

  洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるで

ございます。 

洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例として、洞爺湖町特別

職の職員の給与等に関する条例（平成18年洞爺湖町条例第33号）の一部を次のように改正す

るものでございます。 

附則の次に、次の１項を加えるものとして特例措置でございます。 

令和３年10月における給与月額の特例措置として。 

17項、令和３年10月１日から令和３年10月31日までの間に限り、特別職の給与月額につい

ては、第３条第１項の規定にかかわらず、町長にあっては、同項第１号に定める額に100分

の90を、副町長及び教育長にあっては、同項第２号及び第３号に定める額に100分の95を乗

じて得た額とする。ただし、当該期間内において退任する場合の特別職の当該退任の日にお
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ける給料月額については、第３条第１項に規定する額とするというものでございまして、附

則につきましては、この条例は、令和３年10月１日から施行するものでございます。 

  先ほど申しました行政報告の中でも申し述べさせていただきました。私ども理事者として

本当に監督不行き届きのところがあり、改めて職員共々今後とも、検査をしていく予定でご

ざいますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） この給与等に関する条例の一部改正について、何点か質疑したいと思

います。 

  その発端となっているのが、先ほど町長が述べられた行政報告なのですが、行政報告の中

には、今後のこととして、職員に対する指導や教育を徹底し、信頼回復に努めてまいります

というふうに書いてあります。 

  私が、町民としてもそうなのですが、一番今回の問題で、どうしてこういう事象が起こっ

たのか、そしてどうしてそういう事象が長い期間にわたって黙認されてきたのか、その辺の

ことをしっかりと、私は行政としても検証して、その上でそういった点で原因を明らかにし

て、それが二度と起こらないようにすると。そのために必要な職員の体制や機構の改革を行

うと、あるいは職員の教育を進めていくというような具体的な方針というか方向が示されな

ければ、到底、信頼回復にはならないと思います。ただ監督責任者を処分しただけで問題が

済むのかというと、私はそうではないと思います。やはりその問題の本質が何だったのかと

いうことをもっと町民にも分かるように明らかにして、その是正について具体的に示してい

くということが私は大事だと思うのですね。 

その点でちょっと聞きたいのですが、今回こういう形で町長はじめ、管理職の減給処分を

しましたけれども、行政内としては、今回の問題についてはこれで終わりということではな

くて、もっと問題を検証し、そしてそれを明らかにしていくという作業を同時に進めていく

考えがあるのかどうか、この点について説明いただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 立野議員、議案に対しての質疑ということで、今後なるべく議案に

沿った質疑をお願いしたいと。 

  武川副町長。 

○副町長（武川正人君） ただいま町長が行政報告しましたように、非常に町民の皆様に大変

な信頼を失う行為ということで、本当に恥ずかしく思っております。当然、処分をしたから

全てがそれで解決したというふうには考えてはございません。合併した町として、また総合

支所、それから洞爺湖温泉支所含めて、本庁からの出先含めて、いろいろな職場の中で町民

の皆様に接しながら仕事をしているわけでございますけれども、どういう状況であったのか

という細かい職員の管理の状況、仕事の状況が、私どものほうにきちっと伝わってなかった

というのは非常に問題でございますし、当然、今、職員の評価制度の中で把握できなかった
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ということを反省しているところでもございます。 

  今回のことを踏まえて、行政の内部ではどうしてこういうことが長い間継続していたのか

ということを踏まえて十分検証した上で、今後、行政改革と併せた形で、組織改革も進めな

がら、二度とこのようなことが起きないような取組を進めていきたい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） 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〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第24号洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正についてを

採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第24号洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正について

は、原案のとおり可決されました。 

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

  ◎認定第１号から認定第７号までの一括上程、説明、付託 

○議長（大西 智君） 日程第19、認定第１号令和２年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算の

認定についてから認定第７号令和２年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計決算の認定

についてまでを一括して議題といたします。  

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86ページからになります。 

まず、86ページをご覧いただきたいと思います。 

  認定第１号から認定第７号まで一括してご提案申し上げます。 

初めに、86ページ。 

認定第１号令和２年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算の認定について。 

地方公営企業法第30条第４項の規定により、令和２年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算

を別冊のとおり監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

１ページめくっていただきまして、87ページでございます。 

認定第２号令和２年度虻田郡洞爺湖町一般会計決算の認定について。 

地方自治法第233条第３項の規定により、令和２年度虻田郡洞爺湖町一般会計決算を別冊
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のとおり監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

右をご覧いただいて、88ページになります。 

認定第３号令和２年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計決算の認定について。 

地方自治法第233条第３項の規定により、令和２年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会

計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

ページをめくっていただきまして、89ページをご覧ください。 

認定第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決算の認定について。 

地方自治法第233条第３項の規定により、令和２年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別

会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

右の90ページでございます。 

認定第５号令和２年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計決算の認定について。 

地方自治法第233条第３項の規定により、令和２年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計決

算を別冊のとおり監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

ページをめくっていただきまして、91ページをご覧ください。 

認定第６号令和２年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計決算の認定について。 

地方自治法第233条第３項の規定により、令和２年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会

計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

続いて、92ページ。 

認定第７号令和２年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計の決算について。 

地方自治法第233条第３項の規定により、令和２年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別

会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

それでは、まず初めに、水道事業会計決算書というのがお手元に届いているかと思います

が、12ページをお開きいただきたいと思います。 

各会計の概要についてのみ、ご説明をさせていただきます。 

12ページ中段の財政の状況についてでございます。 

収益的収支につきましては、収入２億4,493万6,942円、支出２億3,720万9,834円で、当年

度純利益は772万7,108円となってございます。 

また、資本的収支につきましては、収入7,700万円、支出１億3,254万9,293円であり、不

足額5,554万9,293円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘

定留保資金で補塡しているという状況でございます。 

続きまして、一般会計からご説明をさせていただきます。 

冊子が変わりまして、表題が各会計決算実質収支に関する調書、財産に関する調書と連記

されています冊子がお手元に届いているかと思いますが、43ページをご覧いただきたいと思

います。 

実質収支のみ、ご説明をさせていただきたいと思います。 

まず、43ページ、一般会計でございます。 
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収入総額86億4,110万6,000円、歳出総額85億3,640万1,000円、歳入歳出差引額が１億470

万5,000円、このうち翌年度へ繰り越すべき財源が2,055万6,000円でございますので、実質

収支額8,414万9,000円を繰越ししてございます。 

  続いて、１ページめくっていただきまして44ページ。 

特別会計国民健康保険でございます。 

歳入総額13億5,112万5,000円、歳出総額13億5,021万5,000円、歳入歳出差引額が91万円と

なっており、実質収支額91万円を繰越ししております。 

  次に45ページです。 

特別会計の公共下水道事業では歳入総額７億3,909万5,000円、歳出総額７億3,379万2,000

円、歳入歳出差引額530万3,000円、このうち翌年度へ繰り越すべき財源が５万円でございま

すので、実質収支額525万3,000円を繰越ししております。 

ページをめくっていただきまして、46ページをご覧ください。 

特別会計の介護保険では、歳入総額11億2,086万4,000円、歳出総額10億8,932万7,000円、

歳入歳出差引額3,153万7,000円となっており、実質収支3,153万7,000円を繰越ししてござい

ます。 

  47ページです。 

特別会計の簡易水道事業では、歳入総額１億7,693万1,000円、歳出総額１億7,436万5,000

円、歳入歳出差引額が256万6,000円となっており、実質収支額256万6,000円を繰越ししてご

ざいます。 

  最後に、48ページをご覧いただきたいと思います。 

48ページ、特別会計の後期高齢者医療では、歳入総額１億7,566万円、歳出総額１億6,891

万1,000円、歳入歳出差引額が674万9,000円となっており、実質収支額674万9,000円を繰越

ししているという状況でございます。 

  以上、各会計の決算概要のみを説明させていただきました。 

慣例によりまして、決算特別委員会が予定されているということでございますので、詳細

はそちらでご説明をさせていただきたいと思います。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

ここで、お諮りをいたします。 

本件については、決算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思い

ますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本件の各会計決算の認定につきましては、決算特別委員会を設置し、これに

付託して審査することに決定いたしました。 

  ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任についてをお諮りいたします。 
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  委員の選任につきましては、委員会条例第７条第４項の規定により、議長が指名すること

になりますが、議長並びに監査委員を除く全議員10名による特別委員会としたいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議長並びに監査委員を除く10名による決算特別委員会をすることに決定いた

しました。 

ここで、暫時休憩といたします。 

決算特別委員会を開催していただいて、正副委員長の互選をお願いしたいと思います。 

                               （午後 ３時２１分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午後 ３時２９分） 

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

◎正副委員長の決定  

○議長（大西 智君） ただいま、決算特別委員会が開催され、正副委員長が決定しましたの

でご報告いたします。 

決算特別委員会委員長には下道委員、副委員長には今野委員が選出されました。  

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

◎散会の宣告  

○議長（大西 智君） 以上で、本日の日程は、全て終了いたしました。 

本日は、これをもって散会いたします。  

（午後 ３時２９分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－176－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会議の経過は以上のとおり相違ないことを証するためにここに署名する。 

 

  令和  年  月  日 

 

          議     長 

 

 

          署 名 議 員 

 

 

          署 名 議 員 


