
                           壮瞥町告示第３３号 

 

 令和元年壮瞥町議会第３回臨時会を、次のとおり招集する。 

 

   令和元年５月１６日 

 

                       壮瞥町長  田 鍋 敏 也 

                 記 

 

１ 期  日  令和元年５月２０日 

 

２ 場  所  壮瞥町役場 大会議室 

 

３ 付議事件 

  （１）固定資産評価員の選任について 

  （２）専決処分の承認を求めることについて 

  （３）専決処分の承認を求めることについて 

  （４）専決処分の承認を求めることについて 

  （５）専決処分の承認を求めることについて 

  （６）専決処分の承認を求めることについて 

  （７）令和元年度壮瞥町一般会計補正予算（第２号）について 

  （８）令和元年度壮瞥町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

  （９）工事請負契約について 

 

〇応招議員（９名） 

  １番 菊 地 敏 法 君    ２番 松 本   勉 君 

  ３番 佐 藤   忞 君    ４番 加 藤 正 志 君 

  ５番 山 本   勲 君    ６番 真 鍋 盛 男 君 

  ７番 毛 利   爾 君    ８番 森   太 郎 君 

  ９番 長 内 伸 一 君 

 

〇不応招議員（０名）



 

令和元年壮瞥町議会第３回臨時会会議録 

 

〇議事日程（第１号） 

 令和元年５月２０日（月曜日） 午前１０時００分開会 

 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名                    

 日程第 ２ 会期の決定について                     

 日程第 ３ 議案第３８号ないし議案第４６号について



 

〇出席議員（９名） 

  １番 菊 地 敏 法 君    ２番 松 本   勉 君 

  ３番 佐 藤   忞 君    ４番 加 藤 正 志 君 

  ５番 山 本   勲 君    ６番 真 鍋 盛 男 君 

  ７番 毛 利   爾 君    ８番 森   太 郎 君 

  ９番 長 内 伸 一 君 

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した人 

     町     長   田 鍋 敏 也 君 

     会計管理者             

               阿 部 正 一 君 

     税務会計課長             

     総務課長（兼）   作 田 宏 明 君 

     総務課参事     上 名 正 樹 君 

     住民福祉課長    庵     匡 君 

     経済建設課長    工 藤 正 彦 君 

     経済建設課             

               齊 藤 英 俊 君 

     参事（兼）             

     生涯学習課長    齋 藤 誠 士 君 

     選管書記長(兼)   作 田 宏 明 君 

     農委事務局長(兼)  齊 藤 英 俊 君 

     監委事務局長(兼)  小 林 一 也 君 

 

〇職務のため出席した事務局職員 

     事務局長（兼）   小 林 一 也 君



 

                                   

    ◎開会の宣告 

〇議長（長内伸一君） ただいまから令和元年壮瞥町議会第３回臨時会を開会いたします。 

                                   

    ◎開議の宣告 

〇議長（長内伸一君） 直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

                                   

    ◎議事日程の報告 

〇議長（長内伸一君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

                                   

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（長内伸一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第 116条の規定により、議長において 

  １番 菊地敏法君  ２番 松本 勉君 

を指名いたします。 

                                   

    ◎会期の決定について 

〇議長（長内伸一君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。今期臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日間と決しました。 

                                   

    ◎議案第３８号ないし議案第４６号 

〇議長（長内伸一君） 日程第３、議案第 38号ないし議案第 46号についてを議題といた

します。 

 理事者から提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇町長（田鍋敏也君） 本日の臨時会に提出します議件は、議案第 38号から議案第 46号

までの９件でございます。 

 その内容についてご説明申し上げます。 

 議案第 38号 固定資産評価員の選任について。 

 固定資産評価員は、地方税法第 404条第１項の規定により町長の指揮を受けて固定資産



を適正に評価し、かつ町長が行う価格の決定を補助するために設置するもので、これまで

評価員を務めていた税務会計課長の小松正明氏が平成 31年３月 31日付で退職となったた

め、その後任として４月１日付で異動した税務会計課長の阿部正一氏を選任いたしたく、

地方税法第 404条第２項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

 議案第 39号 専決処分の承認を求めることについてであります。 

 地方自治法第 179条第１項の規定によって、別紙のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 専決処分書。次ページでございます。 

 地方自治法第 179条第１項の規定により、議会の議決すべき事件について特に緊急を要

するため議会を招集する時間的余裕がないので、次のとおり専決処分する。 

 壮瞥町税条例等の一部を改正する条例の制定についてであります。 

 地方税法等の一部を改正する法律等が平成 31年３月 29日に交付されたことに伴い、壮

瞥町税条例について改正が必要となったため、同日付で専決処分したものであります。 

 法律改正に伴う改正となりますが、改正条項は５条立てとなり、各種税目にわたります

ので、主なものについてご説明いたします。 

 第１条関係では、ふるさと納税制度の利用ができる自治体に対する寄附金について、特

例控除対象寄附金として、個人住民税の税額控除を適用すること。個人の町民税の住宅借

入金等特別税額控除について、消費税増税に伴う控除期間の延長並びに税額控除を適用す

る手続の要件を緩和すること。新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受け

ようとする者がすべき申告について、高規格堤防の整備に伴い代替家屋を取得した場合の

固定資産税の軽減の申請手続について新たに規定すること。平成 28 年熊本地震に係る固

定資産税の特例の適用規定を新たに規定すること。軽自動車税の税率の特例について規定

すること。 

 第２条関係では、町民税の申告等について法律の改正に伴い条文を整理すること。軽自

動車税の環境性能割の賦課徴収の特例等について、法律の改正に合わせ条文を新設、改正

すること。 

 第３条関係では、個人の町民税の非課税の範囲について、法律の改正に伴い、単身児童

扶養者の非課税措置の対象を追加する条文を整理すること。軽自動車税の種別割の税率の

特例について、電気自動車などの軽課税率を平成 34年度、平成 35年度に適用すること。

軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例について、法律の改正に合わせて改正すること。 

 第４条関係では、平成 29年条例第９号、壮瞥町税条例の一部を改正する条例中、環境性

能割の税率の特例について、法律の改正に伴い引用条文が変更となったことから規定を整

理するもの。 

 第５条関係では、平成 30年条例第 12号、壮瞥町税条例の一部を改正する条例中、法人

町民税の申告納付の申告書の提出方法について、法律の改正により電子申請の義務化に伴

う手続等を規定するものなどであります。 



 附則として、施行期日を平成 31年４月１日としておりますが、記載のとおり条項によっ

て施行期日を別に定めております。 

 また、それぞれの税目について、経過措置の規定を設けております。 

 新旧対照表を別に添付しておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 

 次に、議案第 40号 専決処分の承認を求めることについてであります。 

 地方自治法第 179条第１項の規定によって、別紙のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 次ページの専決処分書です。 

 地方自治法第 179条第１項の規定により、議会の議決すべき事件について特に緊急を要

するため議会を招集する時間的余裕がないので、次のとおり専決処分する。 

 壮瞥町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

 地方税法等の一部を改正する法律が平成 31年３月 29日に公布されたことに伴い、壮瞥

町国民健康保険税条例について改正が必要となったため、同日付で専決処分したものであ

ります。 

 主な改正内容は、税額軽減判定基準の金額の見直しにより、中低所得層の保険税負担の

軽減を図ることとしたものですが、５割軽減対象世帯の軽減判定所得の算定において、被

保険者の数に乗ずべき金額を 28万円に引き上げること。また、２割軽減対象世帯の軽減判

定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を 51 万円に引き上げることであり

ます。 

 附則として、施行期日を平成 31年４月１日としており、経過措置の規定を設けているも

のであります。 

 新旧対照表を別に添付しておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 

 議案第 41号 専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法第 179条第１項の規定によって、別紙のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 次ページ、専決処分書です。 

 地方自治法第 179条第１項の規定により、議会の議決すべき事件について特に緊急を要

するため議会を招集する時間的余裕がないので、次のとおり専決処分する。 

 壮瞥町介護保険条例等の一部を改正する条例の制定についてであります。 

 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政

令等が平成 31年３月 29日に公布されたことに伴い、壮瞥町介護保険条例について改正が

必要となったため、同日付で専決処分したものであります。 

 本改正は、本年 10月に予定されている消費税率引き上げに伴い、引き上げによる財源を

もとに低所得者の保険料軽減強化を図ることを目的としております。 

 軽減する額は施行令の規定に準じて算定しており、具体的には住民税非課税世帯のうち、

第１段階の保険料年額は３万 6,600 円から２万 7,300 円に、同様に第２段階は４万 6,000



円から４万 1,200円に、第３段階は５万 4,800から５万 3,000円にそれぞれ軽減するもの

です。 

 附則として、施行期日を平成 31年４月１日としており、経過措置の規定を設けているも

のであります。 

 新旧対照表を別に添付しておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 

 議案第 42号 専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法第 179条第１項の規定によって、別紙のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 専決処分書。 

 地方自治法第 179条第１項の規定により、議会の議決すべき事件について特に緊急を要

するため議会を招集する時間的余裕がないので、次のとおり専決処分する。 

 平成 30年度壮瞥町一般会計補正予算（第 19号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額 42 億 5,961 万 5,000 円に歳入歳出それぞれ 169 万

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 42億 6,130万 5,000円とする。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 第２条、繰越明許費の変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 専決処分の日付は、平成 31年３月 29日となります。 

 事項別明細書、歳出から説明します。ページは 31ページ、一般３ページであります。総

務費、財政費、財政管理費で 62万 1,000円の減額となります。仲洞爺簡易郵便局勤務の嘱

託職員から平成 30年度末での退職意向を受けたため、平成 31年度以降も簡易郵便局業務

を継続して行うため、平成 31年１月から新規嘱託職員の採用を予定していましたが、応募

がなく採用できなかったため、補正予算（第 10号）の増額補正分は執行しないことから、

その増額補正分の全額を減額補正するものとなります。 

 地域振興基金費で 1,100万円の追加となり、匿名による 600万円の指定寄附と壮瞥観光

協会からの 500万円の指定寄附を積み立てるものであります。 

 ふるさと応援基金で 175 万円の追加となります。平成 30 年度のふるさと納税の実績が

2,151件、2,983万 4,500円であったことによる基金への積み立て額の整理となります。 

 企画費で 191万 3,000円の減額となり、ふるさと納税事業における執行残の整理となり

ます。 

 民生費、社会福祉費、社会福祉総務費では、財源区分の変更となり、町営温泉施設利用

料負担金事業に係る補助金増に伴う整理となります。 

 災害救助費では、財源区分の変更となり、北海道胆振東部地震に係る避難所運営に対す

る交付金の増額に伴う整理となります。 

 次ページに参りまして、衛生費、保健衛生費、予防費では、36万 5,000円の減額となり、

各種予防接種事業経費のうち、医薬材料費では緊急風疹抗体検査事業の実施に伴うワクチ



ン購入経費を計上していましたが、ワクチン購入経費については医療機関での負担となっ

たため減額、負担金補助及び交付金では緊急風疹抗体検査事業の実施に伴い、接種者の管

理を行うため、健康管理システムを改修することとなり、町の負担分を計上するものとな

ります。また、財源区分の変更では、脳ドック検診事業経費に係る補助金の減額に伴い、

特定財源、その他から 3万 5,000円減額、一般財源を３万 5,000円増額となります。 

 土木費、道路橋梁費、道路橋梁維持費では、財源区分の変更となります。除雪経費につ

いて、実績により社会資本整備総合交付金の減額に伴う整理となります。 

 道路新設改良費で 365万 2,000円の減額となります。橋梁補修工事２橋と補修予定であ

った１橋を取りやめたことによる執行残の整理となります。 

 公債費、利子で 450万 9,000円の減額となり、実績による整理となります。 

 給与費では、財源区分の変更となり、仲洞爺簡易郵便局運営事業の減額補正に伴う整理

となります。 

 29 ページに戻っていただきまして、歳入では町税、町民税、個人で 61 万 7,000 円の減

額、法人で 1,387万円の追加となり、実績による整理となります。 

 固定資産税で 340万 3,000円の追加となり、実績による整理となります。 

 軽自動車税で４万 1,000円の追加となり、実績による整理となります。 

 町たばこ税で 202万 7,000円の減額となり、実績による整理となります。 

 入湯税で 821万 2,000円の減額となり、実績による整理となります。 

 地方消費税交付金で 287万 6,000円の追加となり、実績による整理となります。 

 30ページでございます。自動車取得税交付金で 224万円の追加となり、実績による整理

となります。 

 地方交付税で 1,783万 5,000円の減額となります。特別交付税分について実績による整

理となります。特別交付税の交付額は１億 8,216万 5,000円でありました。 

 国庫支出金、国庫補助金、衛生費補助金で４万 6,000円の追加となります。緊急風疹抗

体検査事業の実施に伴う健康管理システム改修に係る補助金を計上するものとなります。 

 土木費補助金で 181万 4,000円の減額となります。社会資本整備総合交付金の国庫要望

額が減額されたことによるものとなります。 

 道支出金、道負担金、民生費負担金で２万 5,000円の追加となります。北海道胆振東部

地震に係る避難所運営に対する交付金の交付実績に合わせた整理となります。 

 寄附金、寄附金、一般寄附金で 1,083万 7,000円の追加となります。ふるさと応援寄附

金の整理と地域振興に対する指定寄附金に係る３件の指定寄附金の整理となります。 

 繰入金、基金繰入金、財政調整基金繰入金で 458万 1,000円の減額となり、予算執行の

整理となります。 

 諸収入、延滞金加算金及び過料、延滞金で 167万円の追加となり、実績による整理とな

ります。 

 雑入で 176万 8,000円の追加となり、長寿・健康増進事業特別対策補助金及び北海道胆



振東部地震災害見舞金の実績による整理となります。 

 第１表、歳入歳出予算補正については、説明した内容の再掲でありますので、説明は省

略いたします。 

 第２表、繰越明許費補正は、変更で緊急風疹抗体検査事業、限度額 157万 7,000円を限

度額 121万 2,000円とするものであります。 

 次に、議案第 43号 専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法第 179条第１項の規定によって、別紙のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 専決処分書。 

 地方自治法第 179条第１項の規定により、議会の議決すべき事件について特に緊急を要

するため議会を招集する時間的余裕がないので、次のとおり専決処分する。 

 平成 30年度国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額５億 414万 3,000円から歳入歳出それぞれ 6,897万

9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億 3,516万 4,000円とする。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 専決処分の日付は、平成 31年３月 29日となります。 

 事項別明細書、歳出から説明をいたします。38ページであります。保険給付費、療養諸

費、一般被保険者療養給付費で 5,590万円の減額となり、実績による整理であります。 

 高額療養費、一般被保険者高額療養費で 1,307万 9,000円の減額となり、実績による整

理であります。 

 歳入では、道支出金、道補助金、保険給付費等交付金で 6,897万 9,000円の減額となり

ます。 

 第１表、歳入歳出予算補正については、説明した内容の再掲でありますので、説明は省

略いたします。 

 次に、議案第 44号 令和元年度壮瞥町一般会計補正予算（第２号）について。 

 令和元年度壮瞥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、既定の歳入歳出予算の総額 39 億 6,027 万 1,000 円に歳入歳出それぞれ 886 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 39 億 6,913 万 3,000 円とす

る。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 事項別明細書、歳出から説明をいたします。ページは 44ページになります。総務費、総

務管理費、財産管理費で 680万円の追加となります。１つ目は、公共施設管理事業であり

ますが、仲洞爺野営場周辺環境整備に係る工事で、オートバイ用駐車場の整備やストック

ヤード改修等を行うものであります。財源は、全額そうべつ観光協会からの指定寄附金を



地域振興基金から財源充当して対応するものであります。２つ目は、財産管理事業、一般

事業でありますが、町民公園整備に係る工事で町民公園を管理する際、年間の維持費及び

広場の利活用を考慮するとやすらぎ広場の築山部が支障となることから、築山を撤去し、

早期の植生を行うものであります。財源は、全額匿名による指定寄附金を地域振興基金か

ら財源充当して対応するものであります。 

 民生費、社会福祉費、社会福祉総務費で 206万 2,000円の追加となります。介護保険特

別会計繰出金について、議案第 41 号でご説明した保険料軽減強化による保険料減収分の

補填として繰り入れするものであり、２分の１を国、４分の１を道、残り４分の１を町が

一般財源負担することとなります。今回の軽減措置の対象者数は３段階合わせて 457名と

見込んでおります。なお、個々の介護保険料額については、毎年６月上旬に通知している

ため、第２回定例会を待たずに補正予算を上程いたしますことをご了承願います。 

 歳入では、国庫支出金、国庫負担金、民生費負担金で 103万 1,000円の追加、道支出金、

道負担金、民生費負担金で 51万 5,000円の追加となります。いずれも介護保険特別会計繰

出金に対する定率の負担金であります。 

 繰入金、基金繰入金、地域振興基金繰入金で 680万円の追加となります。財政調整基金

繰入金で 51万 6,000円の追加となります。 

 第１表の歳入歳出予算補正につきましては、説明した内容の再掲でありますので、説明

は省略いたします。 

 議案第 45号 令和元年度壮瞥町介護保険特別会計補正予算（第１号）について。 

 令和元年度壮瞥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。 

 歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入予算の金額は

「第１表 歳入予算補正」による。 

 事項別明細書、歳入について説明をいたします。48ページでございます。保険料、介護

保険料、第１号被保険者保険料で 206万 2,000円の減額。 

 繰入金、一般会計繰入金、低所得者保険料軽減繰入金で 206万 2,000円の追加となりま

す。 

 これらは、保険料軽減強化に伴う保険料収入の減額及び減額分に充当する一般会計繰入

金の増額であります。 

 第１表、歳入予算補正につきましては、説明した内容の再掲でありますので、説明は省

略いたします。 

 次に、議案第 46号 工事請負契約について。 

 令和元年５月 16日指名競争入札に付した、防災行政無線デジタル化整備工事について、

下記のとおり請負契約を締結するため、地方自治法第 96条第１項第５号の規定によって、

議会の議決を求める。 

 契約の目的、防災行政無線デジタル化整備工事。契約の方法、指名競争入札。契約金額、

２億 8,512万円。契約の相手方、大同・堀口特定建設工事共同企業体。代表者、室蘭市東



町２丁目 25番 16号、大同電設株式会社代表取締役、岸塚博。構成員、有珠郡壮瞥町字滝

之町 250番地、株式会社堀口電気商会代表取締役、堀口一夫であります。 

 この工事につきましては、現状の防災無線が平成 12年に更新され、約 19年が経過し、

機器類の修繕等の際に部品がなく運用に支障を来すこと、また無線規格のスプリアス、電

波が旧規制に基づくものであり、総務省から平成 34年、令和４年 12月以降使用できない

旨、通知されていることから行うものであります。 

 工期は、令和２年３月 23日としております。 

 指名競争入札に付した業者は全部で４社となりますが、１社が町内業者を含む特定ＪＶ

業者、３社が町外業者となっております。 

 以上が今臨時会に提案いたします議案の内容であります。よろしくご審議くださいます

ようお願い申し上げます。 

〇議長（長内伸一君） これにて提案理由の説明を終結いたします。 

 日程第３のうち、議案第 38号 固定資産評価員の選任についてを議題といたします。 

 質疑を受けます。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより議案第 38号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第 38 号 固定資産評価員の選任については原案のとおり同意することに

決定いたします。 

 日程第３のうち、議案第 39 号 専決処分の承認を求めることについてを議題といたし

ます。 

 質疑を受けます。 

 ２番、松本勉君。 

〇２番（松本 勉君） 何点かあるのですけれども、税制改正の理解が浅いということで

教えていただきたいということでございます。 

 まず、１点目がふるさと納税制度の改正によることだと思いますが、議案説明では特例

控除対象寄附金について記されてございまして、個人住民税の税額控除を適用すると、こ

の表現についての説明なのでありますが、まずふるさと納税の仕組みとしては言うまでも

なくて所得税と住民税からの控除があるということで、住民税に関して 10％の基本と、そ

れから特例控除があるわけですけれども、それについて、うろ覚えでございますが、住民

税所得割の２割を限度として云々というような縛りといいますか、仕組みになっていると

思うのですけれども、そのことと個人住民税の税額控除を適用するという表現、もう少し



具体に説明いただきたいということでお願いします。 

 それから、新築等にかかわる固定資産税の減額の規定ということが変更になってござい

ますが、高規格堤防の整備に伴う代替家屋を取得した場合の軽減の申請手続と書いてあり

ますが、これ調べますと、いわゆる大都市部の人口集中地域の最近多い豪雨等の水害など

で河川が氾濫するということを防ぐために高規格堤防を設置した場合、そこにもと住んで

いる方々が高規格堤防の整備に伴い移転して再度戻るような仕組みが考えられると。その

際に代替家屋を取得した場合等の移動に際して申請手続が要るということになりますが、

私どもの町でも河川はありますが、そういった措置が必要なのかどうかないしこういった

ことの整備は地方税法の改正に伴って余り適用がないと思われる市町村でも必要なのかど

うかの確認をお願いしたい。 

 似ていることなのでありますけれども、例えば熊本地震に係る固定資産税の減額につい

ての適用、これもうちの町とどういった関連があるのか、不思議なのですけれども、説明

をお願いしたいと思います。 

 それからもう一つ、法人町民税にかかわって、電子申告の義務化ということがあるのだ

そうでございますが、この電子申告の義務化、法人税、法人住民税、会社です、資本金が

１億円以上の会社に適用されるというふうにたしか覚えておりますけれども、壮瞥に該当

する会社は現在あるのかないのか、必要なのかどうかということを説明いただきたい。 

 もう一つ、長くなりまして恐縮ですが、軽自動車の種別割の税率の特例、これはいわゆ

るグリーン化特例ということだと思うのでありますが、何段階かに分けてあるということ

は理解いたしまして、電気自動車等が軽減になるということも理解しますが、条文で平成

34 年、平成 35 年度に適用となっていますが、国の指示が平成年度のときに指示があった

のかもしれませんけれども、条文の場合、このまま平成 34 年、35 年ということをうちの

町で使うのですかという素朴な疑問ですけれども、以上説明をお願いします。 

〇議長（長内伸一君） 答弁、税務会計課長。 

〇税務会計課長（阿部正一君） ご答弁申し上げます。 

 何点かあると思うのですけれども、まず今回の条例改正なのですけれども、先ほど町長

申しましたとおり地方税法が改正されまして、それに伴いまして町条例を改正するという

ものでありまして、松本議員おっしゃるとおり、自動車課税の関係ですとか、あとはふる

さと納税関係、個人住民税関係とかの関係で条例の改正をしているものでございます。 

 まず、ご質問にありましたふるさと納税の関係なのですけれども、こちらは今までも当

然控除対象になっておりまして、今回は適用するという表現なのですが、これは今までも

ふるさと納税に対して税額控除が適用されていたのですけれども、今回地方税法が変わり

まして、国が指定した市町村に対するふるさと納税のみ税額控除は適用されるということ

になりまして、今国のほうではきょうの新聞報道、テレビなんかでも出ていますけれども、

返礼品は３割以内にするですとか、地場産品でなければだめだとかというような、そうい

うのが地方税法にうたわれまして、それで適用される市町村に対する寄附金は適用になり



ます。そうでないところの寄附金は対象になりませんと、そういう意味合いの適用という

言葉になってございます。 

 それと、あとは新築住宅に対する固定資産の減額の関係だったのですけれども、高規格

堤防の整備に伴いということで、適用があるのかないのかというご質問だったのですけれ

ども、確かに適用されるような予定は今のところはないです。可能性も低いのですけれど

も、国の地方税法の改正によって条例も変わるのですけれども、例のとおりに直している

といいますか、余り該当にはならない可能性はありますけれども、条例上は整備している

ということでのせてございます。 

 また、熊本地震の関係についても同じなのですけれども、熊本地震も被災された方が代

替の住宅を取得した場合、その固定資産税を２分の１にするというようなのがありまして、

現在壮瞥町の方で該当している方は当然いらっしゃいません。ただ、制度上、熊本地震で

被災された方が仮に壮瞥町に住宅を取得した場合２分の１ということが可能性は低いので

すけれども、あり得るものですから、国の例のとおり制度上入れてございます。 

 それと、あと軽自動車の関係なのですけれども、軽自動車税に関しまして、議員おっし

ゃるとおりグリーン化特例の関係で、排ガス規制に適合しているものについて 75％軽減だ

ったり 50％軽減だったりというものなのですけれども、これにつきましては平成 34 年、

35年、令和でいきますと令和４年度、５年度まで適用されるというものでして、おっしゃ

るとおり年度も令和年度ということなのですけれども、今のところ国の指示どおりにつく

っていまして、平成という表記にしておりますということでございます。 

 それともう一つ、法人住民税の電子ということで、一応現状の事業所に対して義務化と

いうことなのですけれども、ちょっと今手元に資料がないものですから１億円以上あるか

どうかはわからないのですけれども、これについては後ほど調べてご回答したいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 先ほどの令和年度の表記なのですけれども、条文を制定した平成 31年３月 29日の段階

では平成ということだったので、そのまま平成という表記になっているということでござ

います。 

 以上でございます。 

〇議長（長内伸一君） ２番、松本勉君。 

〇２番（松本 勉君） 後半の地方税法に伴う改正は理解はいたしますけれども、国が変

われば地方も変わらなければいけないという部分の熊本地震の部分については、まれにあ

った場合、確かに壮瞥町に移住した場合にそういったことが必要になってくるのだろうと

いうふうに思いますけれども、高規格堤防などもすべからく国の改正に伴って行う必要が

あるのかという疑問は払拭できないのでありますけれども、規定しているのは大都市でゼ

ロメーター地域で住宅密集地というようなことが書いてあるのですけれども、それでも改

正せざるを得ないのか。小さいことですけれども、その確認、そういうものだと言ったら

理解いたします。 



 それから、確かに 34 年、35 年というのは専決処分が 31 年３月 29 日になっておりまし

たから、それは理解しますけれども、そういったことも含めて提案理由の説明において、

それは簡素化は必要でありますが、あえてそういう説明があってもいいのかなという気は

いたします。確かに専決処分は書いていますから、そのとおり理解しなさいという意味は

理解しますけれども、例えば地震に対応、あるいは高規格堤防の場合も条文改正文だけの

説明であればなかなか理解も深まらない。ましてやこれは中継で町民も聞いておりますの

で、うちの町とどういう関係があるのかというのを興味深く聞いていると思うのでありま

すけれども、その辺も難しいかもしれませんが、わかりやすく住民目線で説明いただけれ

ばと思うのであります。 

 再質問として、ふるさと納税に関してなのですが、ちょっと説明でまだ理解ができない

のですけれども、個人住民税の控除というのは、例えばふるさと納税にかかわらず、日本

赤十字社ですとか社会福祉法人、学校法人に対する寄附も対象になる。これは 10％の基本

部分だけなのですけれども、特例というのは、いわゆるふるさと納税に限って行われるの

ではないかというふうに理解するのですけれども、全体像として所得割の２割が限度とい

うふうになっていると。ですから、そういうことで、おっしゃったようにこれも提案理由

の説明で、条文が変わったというよりも、いわゆる過度な返礼をしていた市町があって、

総務省からの指示に従わなかったというのをニュースで知りましたし、確かにこの制度を

いわば悪用してないしはゆがめて、我田引水で寄附金をすごい額を徴収していたという実

態がわかって、これはいかぬだろうと国民も思っているところでありますから、そういっ

た説明があってこれだと非常に理解もしやすかったと思うのですけれども、あえて言わせ

てもらえば。その中で、済みません、文言にこだわるわけではないのですが、個人住民税

の税額控除を適用するということとふるさと納税に限った特例控除対象寄附金というのは、

何でそういった表現になるのかというのを教えていただきたいのですけれども。意味わか

りますか。 

〇議長（長内伸一君）  暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時４４分 

                                   

再開 午前１０時５１分 

〇議長（長内伸一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 答弁、税務会計課長。 

〇税務会計課長（阿部正一君） ご答弁申し上げます。 

 先ほどのふるさと納税の関係だったのですけれども、先ほども説明したとおり、今まで

全てのふるさと納税に対しまして税額控除が適用されていたところなのですけれども、今

回地方税法の改正によりまして、国が指定した市町村に対するふるさと納税のみ税額控除

が適用されるということになったものでございます。表現としましてちょっとわかりにく

い表現があったかもわからないのですけれども、今後わかりやすい表現で説明したいと思



いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

〇議長（長内伸一君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） これにて質疑を終結いたします。 

 これより議案第 39号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第 39 号 専決処分の承認を求めることについては原案のとおり承認する

ことに決定いたしました。 

 日程第３のうち、議案第 40 号 専決処分の承認を求めることについてを議題といたし

ます。 

 質疑を受けます。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより議案第 40号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第 40 号 専決処分の承認を求めることについては原案のとおり承認する

ことに決定いたしました。 

 日程第３のうち、議案第 41 号 専決処分の承認を求めることについてを議題といたし

ます。 

 質疑を受けます。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより議案第 41号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第 41 号 専決処分の承認を求めることについては原案のとおり承認する

ことに決定いたしました。 

 日程第３のうち、議案第 42 号 専決処分の承認を求めることについてを議題といたし



ます。 

 質疑を受けます。最初に、事項別明細書、歳出についてページごとに受けます。一般３

ページ。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） 続いて、一般４ページ。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） 次に、歳入について。一般１ページ。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） 続いて、一般２ページ。 

 ３番、佐藤忞君。 

〇３番（佐藤 忞君） この件について、寄附金についてお尋ねしたいと思います。 

 匿名で 600万、そして団体名が出ておりますけれども、そうべつ観光協会から 500万と

いう数字が出ております。そうべつ観光協会の事業を大きく分けますと、観光事業の振興、

これは 80％近い経費が町の補助金で賄われていると私は理解しておりますけれども、もう

一つ、町が来夢人の家だとか、またキャンプ場の運営について運営委託しております。多

分その運営によって出た益金といいますか、利益を今回 500万円として寄附されたのでな

いかと私は推察しているのですけれども、この 500 万の寄附された金額は平成 29 年度分

か、またこれは平成 30年度分か、これについて最初に伺いたいと思います。 

〇議長（長内伸一君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（作田宏明君） ご答弁申し上げます。 

 今回の専決処分で計上してあります寄附につきましては、平成 30 年度分として寄附さ

れてございます。 

〇議長（長内伸一君） ３番、佐藤忞君。 

〇３番（佐藤 忞君） 平成 30年として私は理解したいと思います。 

 そこで、今回 500万の寄附があったのですけれども、この寄附は原資といいますか、そ

れは先ほど私が言ったキャンプ場だとか、また来夢人の家の運営利益から寄附されたと理

解してよろしいかどうか、これについて２番目に確認したいと思います。 

〇議長（長内伸一君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（作田宏明君） ご答弁申し上げます。 

 これにつきましては、壮瞥町野営場２施設の指定管理料を委託しておりますそうべつ観

光協会の分として寄附されたというふうに認識してございます。 

〇議長（長内伸一君） ３番、佐藤忞君。 

〇３番（佐藤 忞君） わかりました。 

 そこで、この来夢人の家だとか、またキャンプ場の運営の収入が幾らで、運営するため

にかかった経費は幾らで、またその差額が 500 万だったのか、600 万だったのか、私わか

りませんけれども、そのうちの利益といいますか、益金のどの程度が寄附金として今回 500



万として計上されたのか、もしも手元に資料があれば説明願いたいと思います。また、な

ければ後日でよろしいと思いますけれども、よろしくお願いします。 

〇議長（長内伸一君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（作田宏明君） ご答弁申し上げます。 

 観光協会のほうは、基本的に指定管理の部分については特別会計という形でやっている

というふうに思ってございます。本体のほうの観光協会の運営とは別に予算建てとかを行

っているように聞いてございます。ただ、それについての収支決算額という報告義務はご

ざいませんので、その辺は私どもは収支決算はわからないというのが今の状況です。ただ、

基本的にＮＰＯ法人でございますので、収益を出す団体ではないという形でございますか

ら、その辺を観光協会なりに委託料を受けた中で出た益金を基本的に壮瞥町に寄附をし、

還元というか、お返しするという形でなったというふうに経緯を考えてございます。 

〇議長（長内伸一君） ２番、松本勉君。 

〇２番（松本 勉君） 同僚議員の関連なのですけれども、観光協会からの指定寄附とい

うことでございます。昨年この時期に同じく 400万寄附がございました。同じように特別

会計といいますか、来夢人の家、野営場含めてですけれども、指定管理を受けて、収支が

合って、最終的なと申しますか、次の運営経費の多分必要な分を引いた部分のほとんどで

はないかと思います。想像ですよ、あくまで。というのは、それ以上残すと税金がかかっ

てまいりますよね。ですから、その税金対策とはいいませんけれども、それならむしろ寄

附をしたほうがいいだろうという判断をされたと思うのですが、まず１つに観光協会が指

定管理を受けてから２年目、こういった町に対する寄附は非常に私は称賛すべきだという

のは、そういう立場ではありますが、ただ、今同僚議員も言ったように、その中身につい

て余りにも情報が薄過ぎますと。どういう経過でどういう努力をされてどういう寄附をい

ただいたのかということは、我々は知らなければいけないと思うのです。それをまた行政

のほうも、100％ではなくても把握した上で、わかる範囲で説明いただく、これがわかりや

すいやりとりだと思うのです。後ほども関連議案が出てきますけれども、指定寄附がその

まま地域振興基金になって、その後再質問されるのですけれども、後ほど聞きますけれど

も、そういったことで、町として指定管理を行う、当然 420万でしたか、管理の。その程

度の額が出ていますから、その収支については把握されていると思うのですけれども、詳

細までわからないにしてもある程度の把握と情報提供については今後は、議会のほうもこ

ちらから当然アプローチもしなければいけない部分もありますが、情報提供には努めてい

ただきたいというふうなこと、これは要望になってしまいましたけれども、これで終わる

わけにいかないので、先ほど言ったように去年 400 万いただいています。ことし 500。同

僚議員言ったように、その収益だと思われますけれども、主な中身、キャンプか、入浴か、

施設利用か、その辺がわかれば、あるいは利用者が指定管理にかわってからも増加傾向に

あるというような背景があればお伺いしたい。 

〇議長（長内伸一君） これより休憩といたします。再開は 11時 10分といたします。 



休憩 午前１１時０２分 

                                   

再開 午前１１時１０分 

〇議長（長内伸一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先ほどの松本議員の質問について後刻答弁することになっていました件につきまして、

税務会計課長から答弁いたさせます。 

 答弁、税務会計課長。 

〇税務会計課長（阿部正一君） 先ほど松本議員から質問がありました法人町民税の電子

申告の関係で、資本金が１億円以上の企業の部分についてだったのですけれども、壮瞥町

内に本社を持つ企業としてはないのですけれども、営業所がありまして、ほかに本社があ

りまして、１億円以上の企業が数はちょっと把握はできなかったのですけれども、数社ご

ざいまして、それらの企業が電子申告が義務化されているということでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（長内伸一君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（作田宏明君） ご答弁申し上げます。 

 来夢人の家の指定管理に関しましては、29年度から観光協会が受けていると。28年度ま

では別な団体だという形でございます。28年度の分から、前引き受けしていた団体からの

引き継いだ後、そうべつ観光協会のほうで実際上やったときに、来夢人の家の部分に関し

てはふえてございます。28年度で 1,580万程度の利用料があったと。29年度分としまして

は 1,634万という形で、ある程度使用料が上がってきているという形でございます。ただ、

その後、その部分としましてはキャンプ場も同じでございまして、745 万に対して 752 万

と、若干ですけれども、上がっていると。そして、昨年度に関して、29 年度と平成 30 年

度の実績を比較しますと、来夢人の家が一千六百何がしあったやつが 1,500万弱、百何十

万落ちてございます。ただ、今度キャンプ場のほうが 80万から 90万ぐらい利用客がふえ

て収入が上がっているという形です。この部分で、やはり来夢人の家というのは年間通し

て使っているものですから、冬場になると燃料代とかいろんな部分で常に灯油等暖房から

設備の機器を回しているのですけれども、その辺の部分を１年やって、ある程度どういう

運営をすると効率的なものになるのか、逆にキャンプ場に対してはある程度春先整備して、

管理運営料はそのままほとんど人件費以外は全部収入になると。その人件費以外の部分が

全部来夢人の家に吸い取られてと言ったらおかしいですけれども、その分投入していると

いう形の中で、２年目はいろいろと運営形態を時間とか結構見直しして、少しでも来夢人

の家の経費がかからないよう努力されたというふうに聞いてございます。先ほど松本議員

が言われたように、情報提供等は私ども詳細を聞いていないというのが問題なのかもしれ

ませんが、基本的にはそういう部分について、まず１年目やってみてどうなのか、問題点

があって、例えば２年目に対してある程度こういう形でやっていったら少なからず指定管

理料も将来的には下げれるのではないかとか、やり方をいろいろと試行錯誤しながらやっ



ているというふうに聞いてございます。ですから、その分いろんな試行錯誤をやっている

中でいった益金が今回 500万、前年度 400万ですか、今年度 500万という形でなっている

と。ただ、全体を通しての施設の利用料についてはほぼほぼ横ばい、全体を合わせて、２

施設合わせるとほとんど 2,300万前後の部分でしか推移していないので、あとはどういう

運営で効率的な運営をするかという形にとられるのかなというふうに思ってございます。

ただ、先ほどの収支決算の部分につきましては、観光協会のほうともお話を聞いて、どう

いう形でなっているのかというのは把握する必要性はあるのかなというふうには思います

ので、その辺は観光協会のほうとも確認等をしたいというふうに思ってございます。 

 以上です。 

〇議長（長内伸一君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） 次に、第１表、歳入歳出予算補正、第２表、繰越明許費補正につ

いて。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） 次に、条文及び補正予算全体について。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより議案第 42号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第 42 号 専決処分の承認を求めることについては原案のとおり承認する

ことに決定いたしました。 

 日程第３のうち、議案第 43 号 専決処分の承認を求めることについてを議題といたし

ます。 

 質疑を受けます。全体について。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより議案第 43号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第 43 号 専決処分の承認を求めることについては原案のとおり承認する

ことに決定いたしました。 



 日程第３のうち、議案第 44号 令和元年度壮瞥町一般会計補正予算（第２号）について

を議題といたします。 

 質疑を受けます。最初に、事項別明細書、歳出についてページごとに受けます。一般２

ページ。 

 ３番、佐藤忞君。 

〇３番（佐藤 忞君） 今回財産管理費で 680万ほどの補正が出ております。そこで、お

訪ねしたいことが数点ありますので、順番にお聞きしたいのですけれども、まず１番目の

公共施設管理事業、これは先ほどもちょっと出ておりましたけれども、指定管理者施設、

キャンプ場に絡む問題ですけれども、その提案説明の中にオートバイ駐車場の整備とスト

ックヤードの改修等を予定しているという説明がありましたけれども、オートバイ利用駐

車場の整備内容を現状を捉えてどの程度考えられているのか、そしてそのオートバイ等の

駐車場はどこに設置するのかについてお聞きしたいと思います。また、ストックヤード、

あそこに行ってみますとストックヤードはあるのですけれども、どの程度の改修を考えら

れているか。１点目はそこ。 

 限られた回数で縛られますので、続いて２点目の町民公園整備事業について伺います。

約 10年前といいますか、現在地にこの役場、新庁舎が建設され、建物周辺を町民公園と位

置づけて整備されました。そのときに設置した築山と言っていいのでしょうね。築山は、

公園管理する際、今回年間の維持経費と広場の利用等を考えるとき支障になるので、撤去、

そして撤去した部分に植生を行うということから今回 300万の補正が出ております。そこ

で、議員構成を見ても今９名いる議員のうちこの役場庁舎の建設だとか町民公園の建設に

ついて当初説明を受けた方は４名程度でないか。もう過半数がそのとき議員として在籍し

ておりませんので、改めてここで、この築山をつくって町民公園を整備するというときの

基本的な考えはどんな考えがあったのかなと、そのことについて最初に伺いたいと思いま

す。 

〇議長（長内伸一君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（作田宏明君） 何点かご質問あったことについてご答弁いたします。 

 まず、指定管理者施設の部分でございます。オートバイ用の駐車場という形で提案説明

をさせていただきましたけれども、近年車だけではなくてオートバイで来て泊まられる方

が結構ふえてきているというのがまず指定管理者からのお話でございました。オートバイ

をとめるとなると、皆さんご承知のとおりスタンドを立ててとめるのですけれども、なか

なか、地盤がかたいところにきちっと置かないとオートバイ自体が倒れてしまうと、そう

いう苦情も来ていたと、それで苦心しているのだよねという話も含めて今回つくるという

形でございます。実際つくろうとしている場所は、今の管理棟の道路を挟んで向かい側が

車の駐車場になっているのですけれども、そこの一部分にきちっと砂利が入っているかど

うかというのは、きちっと路盤をつくって駐車場としているわけではなくて、ある程度整

地して入れているという形もあって雨上がりとか、そういうときも厳しいのかなというふ



うに思ってございまして、その部分に路盤材を入れかえして、舗装するとまた穴があきま

すので、スタンドであれば。きちっと路盤材を 30センチ程度かなと思いますけれども、整

備して、130 平米程度、単純に 130 ですから 10 メーターにすると１メートル 30 とかその

辺ある程度、そのうちにつくりたいという形と、それとストックヤードなのですけれども、

これは分別収集するときに、でっかい箱というのか、その置き場が結構すごく大きなスペ

ースにみんなどんどん、どんどん入れていくような今の分別の仕方をしているのです。た

だ、それを今度回収しようとすると、かなり深いところから持ち上げて、全部分別とかか

なり時間がかかると。そういうことを踏まえていくと、パレットとかコンテナとかをそう

いう形で整備したほうが収集しやすいのでないかなという形も要望があって、それについ

て行うと。 

 それと、提案説明ではそれらという形もありましたが、ほかには駐車場が２カ所ござい

まして、駐車場のほうから管理棟は必ず行かなければいけない形にはなっているのですけ

れども、その部分で町道からもう一カ所、ちょうどあく置き場とか灰置き場があるところ

の部分で階段をつくると。足場みたい形の階段でございますけれども、そういう形で利便

性を図るとか、あとは先ほど言ったように灰とかあくがかなり適当にというか、場所はあ

る程度指定されているのですけれども、ここという明確な場所とかもないものですから、

それを例えば石積みみたいもので囲って、そういう箇所に飛散しないようにとか、そうい

う形でやっていきたいなというふうに考えてございます。 

 ２点目の財産管理の町民公園の部分でございますが、今議員がおっしゃられたとおり 10

年前にここをつくられたと、まち公事業で。その当時私も建設課に在籍してございました

けれども、そのときの基本理念というか、まずはここの町民公園をつくるという上では、

そのときは壮瞥にいる子供が基本的に伊達の公園に遊びに行っていると、公園で遊ぶ場所

がなかったと、皆さん。それも踏まえて町民公園を設立してはどうかと。土地の所有の部

分でかなり残地もありましたので、そういう形でつくったと。一連でやすらぎ広場と健康

広場はございますけれども、その一連と、あとはこの庁舎の駐車場関係を全体の土量計算

をして、基本的には盛り土と切り土をプラ・マイのゼロにするのが一番望ましいところは

ございました。ただ、そのときになるとなかなか路盤材を入れかえたりとかいろんな形の

中でいくと、盛る部分が少なかったというか、多少なりとも残土が出ると。その残土を逆

に捨てようとすると、その処分費関係、運搬費関係。当時工事が多忙にありまして、残土

処理する分の用地がなかったという形もあったというふうにたしか記憶してございます。

ですから、その部分の残土処理を基本的に場内でして、それで築山部分にしようかという

形の設計になったのかなというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

〇議長（長内伸一君） ３番、佐藤忞君。 

〇３番（佐藤 忞君） 基本的な考え方については、理解ということよりも知ることがで

きました。そこで、お聞きしたいのは、例えば私は金曜日の日に今回の臨時議会の議案を



いただきましたので、土曜日の日に仲洞爺のキャンプ場だとか、また築山等について、現

地に行って状況を把握してまいりました。そこで、オートバイ関係、これについては現在

駐車場に 22台の駐車スペースが設置されております。そして、そこを見ますと、どの程度

砂利が入っているかわかりませんけれども、砂利で固められている、そういう状況を把握

しましたし、また一般の車両、これについて私の数え間違いがあるかもしれませんけれど

も、およそ 85台の駐車場がビニールのひもで区画されておりました。そういうことから考

えていくと、もしも現在 22台で足りないのであれば、考え方としては道路に面したところ

に 10台の乗用車のスペースがあるのです。そこはまだ改良されておりませんので、土とい

いますか、その下は見ることはできませんが、芝生にやはり 10台の乗用車のスペースがあ

りました。ですから、今後整備するとき、現在のような形で砂利を入れてやると思うので

すけれども、そちらの 10台のスペースのほうに、もしも足りないのであればそちらのほう

に設置するのがいいのでないかな。また、85 台前後の乗用車で 10 台分とってしまうと、

また不足ということが出るかもしれません。その対応としては、町道から来夢人の家の前

のほうに通じる道路のところ、そこの左側に六、七台の駐車スペースが白線を引いてある

のですけれども、そちらも兼ねて駐車場スペースにすると何とか余りお金をかけないで解

決できるのでないかな、そんな気がしてなりません。そういう面で、今現状をお話ししま

したけれども、計画に当たってはきちっと現状を把握して、そして悔いの残らない施設の

整備をぜひやっていただきたいなと、そんな気がしてなりません。 

 それから、２番目の築山を崩してといいますか、撤去して更地にしてというお話があり

ましたけれども、せっかくつくったもの、これをやはり今後地域の子供たちに利用しても

らうということも考えていく必要があるのでないかな。ですから、指定寄附でお金が入っ

たからといってすぐ飛びつくのでなくて、理事者も新しくなったのですから、この件につ

いてはもっと慎重に考えることが必要でないかなということで、実は昨日、築山の近くの

子供を持つ家々へ行ってちょっとお話を聞いたのですけれども、冬になると子供たちがそ

りで滑って遊んでいるのですよと、そんなこともお話聞いて、やはり地域に平地よりもそ

ういうところがあって、夏はそこを上ったりおりたりして遊び、体力づくりにもなるので

ないかなと、私はそういうものがやはり町にあっていいのでないかという立場から、この

件についてはもっと慎重な考えのもとにやるべきでないかな、そのような気がしてなりま

せん。そこで、私の考えを述べましたけれども、この築山の斜面の草刈り、これは多分平

地よりもお金がかかる、何％か多く支出しているのでないかなと思いますけれども、この

築山の斜面を刈るときに業者に草刈りをお願いしていると思うのですけれども、そのとき

は平地に対して何％くらいの割り増し料金をもとにして依頼しているのか、そんなことも

実は知りたいなということで考えました。今いろいろ申し上げましたけれども、このこと

について町の考えをお聞かせ願いたいと思います。 

〇議長（長内伸一君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（作田宏明君） ご答弁申し上げます。 



 仲洞爺につきましては、管理している方々に確認して、どういうあり方がいいか、町が

どうのこうのというよりは逆に運営しているほうがどういう形がというのは、一番混んで

いるときとか、どういう形態があり得るのかという形のものを一番見ておりますので、そ

の辺の状況を踏まえて対応してまいりたいというふうに考えてございます。 

 また、２点目の議員おっしゃるのも理解はいたします。ただ、経費等もなかなかかかっ

ている。昨年の草刈り、両側年間委託料が 351万ですか、今年度 281万、70万減額、予算

審査のときも聞かれましたけれども、そういう形で軽減していると。ただ、やはりあるも

のを壊す、あるものをなくすというのは議員おっしゃるとおりだと思うのですけれども、

やっぱりこの 70 万の軽減というのがどれだけ草刈りの頻度を多くできる、少なくしてし

まうかという形のものでいくとなかなか厳しいところがあるということと、あとは先ほど

言われたように何％で割り増しになっているのですかという話ですけれども、実際上ここ

の平米数で結局機械刈りしているので、どれだけの日数がかかるかという形で平たん部も

斜面部もあわせてやっているという形なので、その部分が何％とかという形の見積もり等

は出ないものですから、その辺はご容赦願いたいなというふうに思っています。基本的に

確かに冬の間そういう形もあるのも存じ上げておりますし、ただあくまでもやはり将来的

にわたって、町としては今回そういう形で、確かに指定寄附をいただいたとすぐ飛びつく

のではなくてというか、あれなのですけれども、ただあくまでも回数も減らすけれども、

逆に恒常的に草刈りをしてここの維持管理をしていくという形の上でどう削減できるかと

いう形のことも踏まえて軽減させてもらって、なおかつやはり業者にもアドバイスをいた

だいたと。やはり築山等は支障となっているのだよねという形もあって、今回指定寄附を

いただいた形で対応してまいったという形でございます。基本的にその築山をなくした後

にどう形で考えていくのかという将来的な形もありますけれども、今かなり健康公園、こ

ちらの遊具のあるほうは子供さん方がかなりボール遊びとかいろんな形で使っているので

すけれども、やはり今やすらぎ広場の部分ではなかなか使っていない。例えば町民雪合戦

で外で使っていただいたり、そういう形ではありましたけれども、あれが逆にもっと平た

ん部が広ければイベント等いろんな形で使ってもらえるのかなというふうにも思いますし、

そういう形で今回はあくまでも指定寄附をいただいたからというよりは財源の見直し、経

費節減のことも踏まえてそれらを踏まえてやらさせていただいたと、補正提案をさせてい

ただいたというふうにご理解いただければありがたいと思います。 

 以上です。 

〇議長（長内伸一君） ３番、佐藤忞君。 

〇３番（佐藤 忞君） ３回目ですので、これでやめますけれども、私はやはりいろんな

町の施設を新設するだとか、また撤去するだとか、そういう場合、新設に当たってはやは

り行政サイドで計画を立てて、そしてそれを町民に投げかけていくことが必要でないかな。

また、せっかくつくった施設を行政的な判断だけでなく、やはり町民の皆さんはその施設

に対してどのような考えを持っているかということをやはり耳を傾ける必要があるのでな



いかなということが気になります。そこで、町長はこのたび町民の信託を受けて今後４年

間町の行政執行方針を取り進めるわけですけれども、このような今申し上げたようなこと

についてどのようなお考えを持っているか最後に伺いたいと思います。 

〇議長（長内伸一君） 答弁、町長。 

〇町長（田鍋敏也君） 本件についてでございますけれども、財政の状況は年度、年度で

変わっていくわけでありまして、本件については施設の管理の効率化ですとか将来の施設

の利活用を踏まえて、今回財源もあるということもあって提案をさせていただいたと。よ

く担当課のほうで検討をしてきたことであると、このようなことを踏まえまして今回提案

させていただいたところであります。公共施設の維持管理の経費を効率化を図っていくと

いうことは、皆さんも異論なく、効率化を図ることについては異論のないということだと

いうふうに認識をしておりまして、そうしたありようはさまざま施設の利用者も含めてあ

ると思いますけれども、利用実態ですとか将来を含めて広く検討して、きちっと方向づけ

をしていくということが大切なのかなと思っておりまして、今後あらゆる見直しを行う場

面、場面があると思いますけれども、先ほど申し上げましたとおり将来のあり方を十分見

据えながら判断をしていくということになろうかと思っているところであります。 

 以上です。 

〇議長（長内伸一君） ７番、毛利爾君。 

〇７番（毛利 爾君） 私も先ほど佐藤議員が質問したこともありましたが、ほとんど質

問されましたので、私のほうからは１つあります。 

 やっぱりやすらぎ広場の築山部、それと先ほど答弁がありましたとおり、本当に子供た

ち、特に小さい子供たちがそり遊びをするには最適なところで、人数もそれほど多くはな

いのですが、そういうのがなくなるのは残念だなと思うのです。だから、できれば続けて

ほしいなと思うのですが、説明ありましたとおり、やっぱり維持管理料からすると都合の

悪いところが出てくるのかなと思うのですが、今のところ余り築山とかを考えなくしても、

意外と利用されていない。それから、先ほど答弁もありましたが、子供たちも利用してい

ない。こっちの遊具があるといっても、あの遊具も使えるのはブランコとそりのほうで、

ほかの健康を維持促進するようなのが置いてあるけれども、あっちもほとんど使われてい

ない。ですから、今度そちらのやすらぎですね、例えばこれを築山部を削って平らにして

今後の利活用をするというようなあれですが、今のところ先ほどの答弁を聞いていると特

に利用するものはまだ決まっていない。これから多分考えていくのであろうかなと思われ

るので、私の今回のは質問というよりも要望として、もしそちらのほうを少しでももっと

子供たちに利用していただきたいと思うのであれば、やっぱりそこら辺のところを小学校

なり中学校なりで子供たちまたは父兄の方のアンケートなりをとって、もっとこっちを利

用していただくような政策をとっていただきたいなと、それだけを申し上げたいと。それ

だけです。 

〇議長（長内伸一君） 答弁、総務課長。 



〇総務課長（作田宏明君） 答弁というよりはご意見として賜っておきたいというふうに

思ってございますし、その辺は考えていきたいなというふうに思ってございます。 

 以上です。 

〇議長（長内伸一君） ８番、森太郎君。 

〇８番（森 太郎君） 私も財産管理費、工事請負費の関係で質問いたします。 

 この工事請負に関する関係については、先ほど佐藤議員のほうからおっしゃられたよう

に、仲洞爺の野営場の周辺整備をやるのであれば、必要最小限の整備をまず検討していた

だきたいという思いがございます。ですから、予算で 380万持っているといっても、何か

そんなにお金をかけなくても実施可能かなという思いがしますので、この辺についてはま

ず見直しをしていただきたいと。 

 それと、町民公園整備の関係ですけれども、これについては私ども議員ではありません

でしたが、当時職員として議会と行政側のやりとりを聞いていてちょっと疑問に思ったこ

とはあったのです。というのは、この町民公園の管理、そもそも草刈りを行政といいます

か、職員が自前で管理をするということを前提として公園整備はやられたと。ただ、それ

が当然職員が自前で管理をするということは事務のほうがおろそかになるという、これは

理解して、結果的には委託という形をとったわけですけれども、ただこれは毛利議員もお

っしゃったように、あの築山は全く平たんのところに高低差があるということは、これは

公園のアクセントとしても有意義な部分であると思うので、これについてはやはり工事自

体を見直していただきたいと思います。ですから、考え方とすれば町民公園の整備工事に

ついては反対の立場ということでございます。工事請負費全体でいえば、野営場もあるわ

けでしょうから、この予算額は予算額として、その範囲の中でやっていただければという

思いでおりますので、その辺についての考え方、あればお伺いしたいと思います。 

〇議長（長内伸一君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（作田宏明君） ご答弁申し上げます。 

 仲洞爺につきましては、基本的に私どもがこうするというよりは実際上管理運営してい

る団体のほうで、こういう形の施設で利用者が望ましいという形のものをやるというふう

に思ってございます。それが必要最小限こういう形で予算計上させてもらったという形に

はなっていると思っております。あと、町民公園のほうにつきましては、指定寄附の部分

でそういう形でいただいたというところもありますが、その辺また町として、委託管理し

ている上でどういう形で削減できるかというところもあって、ぜひとも今回早急に植生の

ことも踏まえて築山の部分は撤去したいなというふうには思ってございましたが、その辺

議員の皆様からご意見をいただいたときには、例えば指定寄附ですので、指定寄附された

方が極端な話それで使ってもらえないのだったらちょっと困るなという形でお話もあるか

もしれないし、その辺は鋭意協議をしていきたいなというふうに思ってございます。 

〇議長（長内伸一君） ８番、森太郎君。 

〇８番（森 太郎君） まず、公共施設の管理といいますか、環境整備の関係なのですけ



れども、これは管理者の意向ということをおっしゃられたのですが、公共施設自体は町の

ものでありますから、指定管理を受けている業者の方の意向を聞くことはいいのですが、

主体はあくまでも町であっていいのかなと。ですから、町の予算で整備工事をやるわけで

すから、意向を聞くことについては構わないと思うのですが、町がそれに対してそのとお

りやらなければならないというものではないと考えるのですが、その辺についての考え方

を伺いたいと思います。 

〇議長（長内伸一君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（作田宏明君） ご答弁申し上げます。 

 観光協会のほうも基本的に自分のところで自前で益金が出て、それでできれば一番よろ

しいのかなというふうには思うのですが、観光協会自体発注とかそういう形のものが難し

いという形も踏まえて指定寄附をされているのかなというふうにもちょっと存じ上げてい

るというふうに認識してございまして、確かにおっしゃっているとおり、施設、建物等は

ないですけれども、その部分の環境に少しでも来場者が使いやすいような形の部分に手を

つけるという形について、あくまでも当然町がやる形でとは考えますけれども、先ほども

どなたかおっしゃられていましたけれども、やっぱり実態にそぐう部分でより来場者がま

た来たいと思うような形の整備も必要なのかなというふうには考えてございます。いずれ

にしましても、その辺の要望を全部聞くとかではなくて、協議しながら進めてまいりたい

というふうに思ってございます。 

〇議長（長内伸一君） ２番、松本勉君。 

〇２番（松本 勉君） 私も同じ質問をいたしますが、まず前提で先ほど指定寄附の地域

振興基金に繰り入れるということは 30 年度の予算で補正がありました。新年度でその地

域振興基金を財源として２つの工事を行うということでありました。中身は承知しており

ますけれども、この一連のもの、例えば観光協会が指定管理を受けている野営場のことで、

30 年度で 500 万の寄附を指定寄附、地域振興に対する指定寄附でありますよね。受けて、

それを財源とするということは適切かどうかは別だけれども、地域振興基金を取り崩して、

それを財源でいいのですね、工事をすると。この中身について、そのグレードを上げると

いいますか、キャンプ場の、それも理解するのです。ただ、この一連の中身について我々

が知ったのは、この議案書をいただいたときなわけです。当然僕らも勉強不足で調べるこ

とをしていなかったのもありますが、観光協会がどのような状況でお客さんを受けて、ど

のようなところで問題点があると、こういうところを改善したいという実態が一切わから

ない。それは、町のほうでいつそれを事情聴取といいますか、聞いて理解して、なるほど、

これが必要だということを判断されてこれをやるのですけれども、これも新年度の新しい

予算でやるということなのですけれども、その一連のタイムラグと申しますか、その情報、

きょうこれで我々議論しなければいけないわけでありますけれども、それが情報が遅い部

分で我々の理解も深まらないということだと思うのです。ですから、予算上は 30年度で終

わった基金繰り入れが新年度でこの基金を財源として行うのだけれども、指定寄附だから



それがそのまま款項に返っていくということにはならないと思います。そういうことなの

で、判断をしなければいけない。ただ、中身についてはわかりますから、そして一番わか

っているのは観光協会さんですから、その状況を役場当事者が聞いて、それを我々に説明

するということになると思うのです。ですから、その流れを否定するわけではないけれど

も、余りにも私どもに来る情報が遅過ぎたというふうに思います。その上で判断ですから、

いかがなものかと。同じように、築山を取り崩すについてもそうなのですが、古く議員や

っていますから、この庁舎整備のときも知っていますし、残土処理で山つくったのも知っ

ていますけれども、支障があるというような状況は余り伝わってこなかった。それが新年

度になって、指定寄附があったから、その指定寄附が築山を壊してほしいという指定寄附

かどうか私はわかりませんが、あくまで地域振興基金に対する繰り入れでありますよね。

地域振興に対する指定寄附であります。それを使うのは、主体は町でありますよね。です

から、町が必要かどうかを判断するわけですけれども、それで議会に諮るのだけれども、

議会としても築山の存在感といいますか、価値といいますか、利用頻度というか、確かに

お話があったように効率化を図る、経費の削減を図るのは大前提だと思うのでありますけ

れども、それと同時にそれが本当に必要かという議論が余りにも遅くなってしまっている。

これが今の問題点だと思いますので、これは指摘で終わっても困るのですけれども、もう

一つ、ですから質問の形を変えますが、観光協会、いつごろの時期にオートバイの整備で

すとかストックヤードの問題があるということの報告があって、それをいつごろ把握され

ていたのかということ、もう一つは築山のこと、当初から、草刈りの委託のときから問題

あったのかもしれませんけれども、いつごろからこれを整理しようというふうに考えてい

らっしゃったのか。提出する時期はそちら側にあるので、情報提供する時期なのですけれ

ども、私は遅いなという感想を持ちますけれども、いつごろからその辺は把握されていた

のかということの、あわせてこの情報を出すタイミングは適切かどうかということもお伺

いしたい。 

〇議長（長内伸一君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（作田宏明君） ご答弁申し上げます。 

 地域振興基金という形なのですが、指定寄附はあくまでも、今回は観光協会からは仲洞

爺野営場環境整備に対する指定寄附という明確な部分の寄附金と、それを積み立てたとい

う形でございます。だから、29年度のときも仲洞爺野営場環境整備に対する指定寄附とい

う名目をきちっと、それにしか使ってもらえるなという形のものの限定で指定寄附を受け

ているということはご理解いただきたいというふうに思いますし、今回の部分も町民公園、

やすらぎ広場等の整備に係る匿名で指定寄附という形でいただいているというのが現状で

ございます。確かに時期が遅くなったというのも大変申しわけございません。それはあえ

て否定は全然しませんし、私どもが情報というか、今回の観光協会に関しましてもキャン

プ場につきましては 10 月末まで全部やっているという形でございます。いろんな形の部

分で、どういう形があるかという形の観光協会内部で話しした上で、そして最終的に決算



上３月に指定寄附をいただいたわけでございますが、それらの寄附をいただいたときに、

私どもが３月に指定寄附をいただいたときにそういうお話をいただいたというのが現状で

ございます。ですから、ちょっとなかなか伝える場面というか、その辺が遅くなったとい

うか、予算時期も外れていますし、予算の部分で議決を受けた後でございましたので、そ

の辺の情報が欠落していたというか、その辺に対しては大変申しわけなく思ってございま

す。また、町民公園に関する寄附も３月の末でございましたので、その辺が議員の皆様に

お話しする機会がなく、こういう時期になってしまったというのは大変申しわけないかな

というふうには思います。ただ、いろんな形でその中で考えたときに、植生、６月の定例

等で本来であれば、臨時会等ではなく定例会で補正するべきかなというふうには存じてお

りますけれども、仲洞爺に関しましては６月が定例が終わってからであれば、基本的にオ

ンシーズンでもう全然工事ができないという状況もあって今回臨時会に出させてもらった

というのもありますし、築山につきましても植生が６月過ぎて発注して夏場になると、基

本的に植生が難しくなるという形も踏まえて、より指定寄附として、ここの町民やすらぎ

広場に使ってほしいという形の部分の寄附を最大限生かすためには今の時期しかないかな

という形で、説明はするのが時期が遅くなって申しわけありませんけれども、そういう状

況だったという形でご理解いただければなというふうに思います。 

〇議長（長内伸一君） ２番、松本勉君。 

〇２番（松本 勉君） 原因と結果とその修正という意味の補正があって改善していく。

集客につなげることもありますし利便性がアップすることもある、それは大いに理解もす

るわけでありますけれども、やはりどなた方もおっしゃっていましたけれども、やすらぎ

公園というのですか、町民が築山を利用する頻度が僕らも理解していないけれども、同僚

議員は調べて回ったようでございますけれども、それも議員の務めなのだろうというふう

に思いますし、ニーズの把握もやっぱり必要なのだろうと。そういったものを我々も備え

て、携えて議論をし、それこそ住民全体には聞けないわけですから住民の代表の議会に諮

るというのが開かれた議会あるいは町政のあり方ではないかというふうに感じますので、

先ほど反対の議論も、意見もございました。観光協会がその利用者に対して還元している

といいますか、グレードを上げるための意味は十分わかりますし、その工事を早期にした

いのも理解します。ただ、築山に関して、これも情報がなぜというのがまだ払拭されてい

ないという議員もいらっしゃるようなので、これについてはここで、補正予算は議決行為

があるとは思いますけれども、案件としてはもう少し時間をはかって議会の理解を深めて

もらう努力を言い方は変ですけれども、するべきなのではないかというふうに感じますけ

れども、いかがなのでしょうか。 

〇議長（長内伸一君） 答弁、町長。 

〇町長（田鍋敏也君） 施設の管理、効率化という面で検討をした中で今回提案をさせて

いただいていたところでありますけれども、今複数の議員さんから、特に町民公園の築山

の部分についてはご意見をいただいたところであります。施設の管理の効率化を踏まえて



今回提案をさせていただいたということではありますけれども、先ほどタイミングの問題

ですとか議論が少し足りないのではないかということですとか、そもそもの議論もあった

ように思っておりますので、これについてはもう少しご意見を賜る機会が必要なのかなと

いうふうに今聞いていたところでもありますので、本当は定例会を待たずに早急に行いた

いということでの提案でございましたけれども、この件については議会のご理解をいただ

くまでもう少し議論をして執行したいと、このように考えているところであります。 

 以上です。 

〇議長（長内伸一君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） 次に、歳入について。一般１ページ。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） 次に、第１表、歳入歳出予算補正について。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） 次に、条文及び補正予算全体について。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第 44号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第 44号 令和元年度壮瞥町一般会計補正予算（第２号）については原案の

とおり可決されました。 

 日程第３のうち、議案第 45号 令和元年度壮瞥町介護保険特別会計補正予算（第１号）

についてを議題といたします。 

 質疑を受けます。全体について。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） 討論なしと認めます。 



 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第 45号を採決いたします。 

 原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第 45号 令和元年度壮瞥町介護保険特別会計補正予算（第１号）について

は原案のとおり可決されました。 

 日程第３のうち、議案第 46号 工事請負契約についてを議題といたします。 

 質疑を受けます。 

 ３番、佐藤忞君。 

〇３番（佐藤 忞君） 議決に先立ち何点か確認したいので、質問したいと思います。 

 この工事契約の設計金額と落札率はどのようになっていたか。また、３月の定例会でこ

の工事内容についていろいろと論議をしました。私は、その中で各世帯に設置されるとい

うことを聞いて、これは大変いいことだと。それであれば西胆振の市や町が共同出資して、

現在放送を続けているＦＭ放送を受信できるような機種を設置できないかということも質

問いたしました。今回の契約でこのようなＦＭ放送が受信できるようなものかどうか、そ

れとも従来考えていた緊急放送のデジタルのみなのか、これについて最初に伺いたいと思

います。 

〇議長（長内伸一君） 答弁、経済建設課長。 

〇経済建設課長（工藤正彦君） ご答弁申し上げます。 

 私のほうから設計金額と落札率について説明をさせていただきます。設計金額につきま

しては２億 9,351万 1,600円、落札率が 97.1％でございます。 

〇議長（長内伸一君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（作田宏明君） ご答弁申し上げます。 

 戸別受信機につきましては、議員から予算のときにもご質問等、ご意見等もいただきま

したけれども、今回の部分につきましてはいろいろと確認はしましたけれども、緊急放送、

戸別受信機はあくまでも防災行政無線のみの受信機という形で考えています。 

〇議長（長内伸一君） ３番、佐藤忞君。 

〇３番（佐藤 忞君） 私にとっては残念だなと思う気はするのですけれども、今回この

ように設置するということは、防災無線であってもやはり意義があるのでないかな、そん

な気がしてなりませんけれども、従来の説明では町内の全世帯といいますか、約 1,300世

帯に設置との説明があったと思います。今回の契約に至る仕様書では、この世帯数をどの

ように明示しているのか。私の 1,300世帯という理解がまずいのかもしれませんけれども、

どのような世帯数を把握して、この仕様書で数的に上げているかについて伺いたいと思い

ます。そして、デジタル無線化のためにはいろんな改修工事があると思いますけれども、

実質的に各世帯に設置したとき、１世帯当たりどの程度の費用が積算されているのか。全



体ではわかるのですけれども、１世帯の受信機設置にどの程度のお金が予算化といいます

か、積算されているかについて、もしもわかれば伺いたいと思います。 

〇議長（長内伸一君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（作田宏明君） ご答弁を申し上げます。 

 今回の仕様書につきましては、1,300 台を購入するという形になってございます。それ

の根拠といたしましては、今広報等の配布等を踏まえていきますと大体 1,200弱ぐらいを

配布しているのと、それが一遍にいろんな各世帯、全戸数がそれが 1,200世帯なのかとい

うともうちょっとございまして、配っていないところとか、例えば独身寮とか、いろんな

形の戸別でつけようと思うともうちょっと数がふえるのかなというふうに思ってございま

す。ちなみに、広報等でいきますと、世帯数は５月１日の広報では 1,320戸という形には

なっておりますが、実質町としましては 1,250から 60ぐらいの部分、公共施設も含めて、

その分の配布かなというふうに考えてございます。また、残りのやつはどうするのだと。

例えば 1,300からその分を引いた部分でございますが、ある程度予備機を持っていないと

対応もできないという形も踏まえて、例えば大きなロットで買いますと、きちっと何個と

いう精査をつけて、１台単位で発注するよりは当然ロット数の大きい形でいきたいという

ふうに思いますし、実際の二、三％程度の予備機をもって 1,300個という形で進めていけ

ればなというふうに思ってございます。 

 また、戸別受信機の設置の価格ですけれども、基本的に戸別受信機はアンテナが要らな

いところはただ配布するだけですので、設置費用的にはほとんどかからないという形でご

ざいます。あくまでも今まで持っていたように戸別受信機を電池を入れるのか普通の電源

に入れてアンテナを伸ばすという形が受信ですので、あくまでそれは戸別配布でできると。

ただ、アンテナが不感地域というか、なかなか入りづらい地域についてはアンテナのやつ

が、それは積算はしてございますけれども、ちょっと手元にその辺の細かい部分の書類ま

ではお持ちしておりませんので、１台当たり何ぼなのかというと、そういう形の細かい形

ではなくて、あくまでも不感地域の受信のアンテナ等に費用を要する可能性はあるという

形でご理解いただければなというふうに思います。 

〇議長（長内伸一君） ３番、佐藤忞君。 

〇３番（佐藤 忞君） ３回目ですので、これで終わりますが、おおよそのことは理解で

きましたけれども、ロット数のこともお話ありましたけれども、やはり町の広報などを見

ますと、人口の動きなど、人の動きを見ますと、人口と世帯数が書いてあって、大体 1,300

ちょっとの世帯数があると思いますけれども、これについては長期入院だとか施設入所だ

とかいろいろな条件がありまして、私はそんなに多い数ではないのでないかという気はい

たしますけれども、まとめて同じものを発注すると安くなる、そして予備も必要だという

ことは理解いたしました。そこで、工期を見ますと、令和２年３月 23日との先ほど町長の

説明の中にありました。ですから、この施設が本格的に運用するのはいつごろかなという

ことでいろいろと考えてみたのですけれども、私は早くて２年４月からになるのでないか



な、そんな勝手な想像をしているのですけれども、この施設はただ単に各世帯、各住宅に

つけたからそれで終わるのではなくて、この施設を日常的にどう活用していくかというこ

とが大きな課題ですし、課題を解決しながら取り組まなければならない。何十年に１回の

噴火のためだとか、またこのごろの台風は秋、冬季節を選びませんけれども、年何回かの

台風だとか大雨だとか、それだけに利用するのであれば３億というのはすごく、無駄とは

言いませんけれども、考える必要があるのでないかな。ですから、私は町の広報機関とし

て今後いかに活用していくかということをやはり真剣になって考えなければならないので

ないかと思います。そのようなことで、今後この施設活用について、町の広報機関として

町民の合意を得て有効活用が望まれると思います。このことについて町長はどのように考

えるか伺って、終わりたいと思います。 

〇議長（長内伸一君） 答弁、町長。 

〇町長（田鍋敏也君） 防災行政無線の施設の活用方法についてのお尋ねだったと思いま

す。これは現行の町の防災行政無線の中でも、今までも予算ですとか決算の審議の中でご

意見を賜っていたこともあったのかなと、このように私なりに質問を聞かせていただいて

いたところであります。 

 この施設につきましては、現在もそうですけれども、防災行政無線につきましては第一

義的には住民の生命、財産の危機に遭ったときに情報伝達の手段として活用するためにと

いうことが設置の目的であろうというふうに思っているところであります。日常の町の広

報媒体としての活用については従前からもご意見をいただいていたと認識をしております

が、この際施設の整備に当たって、そのあり方についてはまた庁内でよく検討して、住民

の皆さんの意見も拝聴し、議会の皆さんの意見も拝聴した中で判断をしていくべきかなと、

このように思っております。いろんな意見がありまして、やはり有珠山周辺地域の皆さん

とも会話をしたことがあるわけなのですが、日ごろの行政情報を常日ごろから聞いている

と、どうしても緊急事に聞き逃してしまうのではないかですとか、やっぱり必要な、防災

情報のためにあるのであれば、それは専門的にしたほうがいいのではないかと、このよう

な意見を話される方もいらっしゃるということでありますので、一定の活用についてのル

ールをつくるというか、方針を定めた中で、整備をする機会にありようを決めて方向性を

出していくべきかなと、このように思っているということでご答弁とさせていただきます。 

 以上です。 

〇議長（長内伸一君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 



 これより議案第 46号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第 46号 工事請負契約については原案のとおり可決されました。 

                                   

    ◎閉会の宣告 

〇議長（長内伸一君） これにて本議会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。 

 よって、令和元年壮瞥町議会第３回臨時会を閉会いたします。 

（午後 ０時１３分）  
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