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令和２年蘭越町議会第１回臨時会会議録   

 

○開会及び閉会  

 令和２年  ２月２０日  

  開  会   午前１０時００分  

  閉  会   午前１０時５１分  

 

○出席及び欠席議員の氏名  

  出席（  ９名）  １番   金安  英照    ２番   田村  陽子     

３番   永井   浩    ５番   向山   博     

６番   難波  修二    ７番   赤石  勝子     

９番   栁谷   要   １０番   熊谷  雅幸     

１１番   冨樫  順悦  

  欠席（  ０名）   

 

○会議録署名議員  

   ７番  赤石  勝子   ９番  栁谷   要    

 

○説明のために出席した者の職氏名  

  町  長      金   秀行   副町長        山内   勲  

教育長      首藤  一幸   総務課長       小林  俊也  

税務課長     竹内  恒雄   住民福祉課長     北川  淳一     

健康推進課長   山下  志伸   農林水産課長     西河  修久     

建設課長     北山  誠一   商工労働観光課長   梅本  聖孝  

教育次長     田縁  幸哉   会計管理者      小木  利夫    

建設課主任技師  中村  伸宏   農業委員会事務局長  木村  恭史  

   

○職務のため出席した事務局職員  

  事務局長   河野  俊明     書   記   和田  慎一  
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○議事日程  

  日程第１   会議録署名議員の指名  

  日程第２   会期の決定  

  日程第３   町長の行政報告及び提案理由の大綱説明  

  日程第４   議案第１号  令和元年度蘭越町一般会計補正予算  

（第８号）  

日程第５   議案第２号  令和元年度蘭越町地域振興事業特別会計

補正予算（第３号）  

  日程第６   議案第３号  令和元年度蘭越町温泉旅館幽泉閣事業特  

別会計補正予算（第３号）  

  日程第７   所管事務調査の結果について（総務文教常任委員会）  

 

 

〇議長（冨樫順悦）  おはようございます。  

ただいまの出席議員は９名であります。  

これより、令和２年第１回蘭越町議会臨時会を開催いたします。  

直ちに本日の会議を開きます。  

説明出席者につきましては、名簿をお手元に配布しておりますので、

御了承願います。  

 

〇議長（冨樫順悦）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、７番赤石議員、

９番栁谷委員を指名いたします。  

 

〇議長（冨樫順悦）  日程第２、会期の決定を議題とします。  

 議会運営委員長からお諮り願います。   「７番、赤石議員」  

 

〇７番（赤石勝子）  令和２年第１回蘭越町議会臨時会の開会にあたり

まして、議会運営委員会の決定事項をお知らせいたします。  

 会期は、本日１日間といたします。  

 日程につきましては、皆様にお配りしています日程表のとおり執り行

いたいと思いますので、議長よりよろしくお取り計らいのほどお願いい

たします。以上でございます。  
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〇議長（冨樫順悦）  お諮りいたします。  

 ただ今、議会運営委員長からお諮りのとおり、本臨時会の会期は本日

１日間としたいと思います。これに異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

 異議なしと認めます。  

 よって、会期は１日間とすることに決定いたしました。  

  

〇議長（冨樫順悦） 日程第３、町長の行政報告及び提案理由の大綱説明

を行います。  「金町長」  

 

〇町長（金秀行） おはようございます。第１回蘭越町議会臨時会を招集

しましたところ、大変御多用の中、議員の皆様方の御出席をいただきま

して、本臨時会が開催できますことを、先ずもってお礼を申し上げたい

と存じます。  

第４回蘭越町議会定例会が開催されました１２月１７日以降の行政報

告については、お手元に資料としてお配りしておりますが、詳細をお知

らせしたい行事等について、口頭でご報告申し上げます。  

１ページ、１２月１８日、２０日の２日間にわたりまして、町内６７歳

以上の、おひとりで暮らしをされている方々、独居老人の方々ですが、２

１２世帯を訪問し、激励をいたしたところでございます。  

 何か困っていることはないのか、お一人おひとりのお顔を拝見し、お

声をかけながら、少ない時間ではございましたけど、お話をさせていた

だいたところでございます。   

また、同日、１６時１５分から、蘭越防犯協会、倶知安警察署、各駐在

所等、関係機関の皆さんの御参加をいただき、商店街の「歳末防犯パトロ

ール」を実施いたしたところでございます。  

２ページ、１月４日午後２時から、この日は、令和２年蘭越町新年交礼

会を約８０名の参加をいただきまして開催いたしたところでございます。 

１月６日、月曜日、午後２時から、この日は、羊蹄山ろく消防組合蘭越

消防団・消防署蘭越支署職団員、約９０名が参加し、出初式を挙行してお

ります。  

時折、日差しが差す寒空の中、中村裕之衆議院議員の三河秘書、本多平

直衆議院議員の伊藤秘書、倶知安警察署蓬田 (よもぎだ )地域課長、陸上自

衛隊倶知安駐屯地河本業務隊長、冨樫議長、各議員の皆様ほか、町民の皆

さんに御参列いただき、検閲などを行いました。  

その後、山村開発センターに会場を移し、永年にわたり消防業務に御
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尽力いただいている方々の功績を称え、「消防永年勤続表彰」を執り行っ

ております。  

３ぺージ、１月２３日、午後３時３０分から、この日は、倶知安厚生病

院の第 2 期改築整備及び財政支援に係る自治体負担等の北海道厚生農業

協同組合連合会との協定締結について、羊蹄山ろく 7 町村、岩内、共和、

黒松内３町の首長、道厚生連担当者出席の下、協議をいたしたところで

ございます。建て替え整備費用概算２８億２，０００万円全額を関係自

治体が負担すること、さらに、救急・小児・産科等の不採算部門に対する

赤字補填として年額２億円を令和 3 年より関係自治体が支援とする協定

書案について、原案のとおり承認されたところでございます。  

また、協議会事務局の倶知安町より、建て替えに係る今後想定される

スケジュールとして、令和２年度基本設計、令和３年度実施設計、令和４

年度着工、令和６年度竣工、併せて、関係自治体による整備費用負担割合

に係る協議を令和 2 年度から協議し、令和６年度から費用負担を開始す

る案が提示されたところでございます。  

４ページ、１月３０日、金曜日、午後４時から、この日は、1 月２９日

に羊蹄山麓町村長会議で協議された新型コロナウィルスの対応について

と、同日、３０日に保健師等の担当職員や消防関係者を対象に開催され

た新型コロナウィルスに関する、肺炎に関する連絡協議会を踏まえた中

で、課局長会議を開催し、道や関係機関との連携、対応等について共通認

識を行い、本町のマスク、アルコール消毒液の備蓄個数の確認と各公共

施設への配置、さらには、町民への予防対策の周知を図ることを指示い

たしたところでございます。  

次に、本日提案いたします議案の提案理由の大綱について、御説明申

し上げます。  

議案第１号につきましては、令和元年度蘭越町一般会計補正予算第８

号でございますが、歳入歳出それぞれ１，８４０万１，０００円の追加を

お願いするものでございます。  

 歳出の主なものにつきましては、総務費では弁護士業務委託料１６２

万４，０００円の追加。  

民生費では蘭越保育所事務机外の備品購入費１３０万７，０００円な

ど２０５万８，０００円の追加。  

農林水産業費ではラジコンヘリ防除機導入事業補助金７３０万円など、

８７８万５，０００円の追加。  

商工費では、ふるさと納税寄附者謝礼６０万円７，０００円の追加、貝

の館凍結乾燥機ほかの備品購入費１８６万円など、合わせまして４８０
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万１，０００円の追加。  

土木費では、湯の里ヴィレッジ周辺道路除雪事業補助金８０万円など

１０２万円の追加。  

教育費では、体育振興奨励事業１１万３，０００円の追加。  

また、財源内訳の変更といたしまして、「ふるさとを想う寄附金」１，

０３０万円を、総務費、民生費、農林水産業費、商工費、教育費へ、それ

ぞれ歳出充当し、合わせまして歳出総額１，８４０万１，０００円を追加

するものでございます。  

 歳入につきましては、地域づくり総合交付金７３０万円の追加、ふる

さとを想う寄附金１，０３０万円の追加など、合わせまして歳入総額１，

８４０万１，０００円を充当するものでございます。  

 議案第２号につきましては、令和元年度蘭越町地域振興事業特別会計

補正予算第３号でございますが、歳入歳出それぞれ２２０万円の追加を

お願いするものでございます。  

 歳出につきましては、売店用品２００万円の追加など、歳出総額２２

０万円を追加し、歳入では、売店売上収入２４０万円の追加、アイスクリ

ーム卸売収入２０万円を減額し、歳入総額２２０万円を追加するもので

ございます。  

 議案第３号につきましては、令和元年度温泉旅館幽泉閣事業特別会計

補正予算第３号でございますが、歳入歳出それぞれ９５０万円の追加を

お願いするものでございます。  

 歳出につきましては、臨時職員賃金１５０万円の追加、食事材料費８

００万円を合わせまして９５０万円を追加するものでございます。  

歳入につきましては、日帰り食事料ほか９５０万円を追加するもので

ございます。  

 なお、詳細につきましては、議案説明の時に、担当課長から説明をいた

します。以上で、行政報告及び提案理由の大綱の説明を終わります。  

 よろしく御審議をお願い申し上げます。  

 

〇議長（冨樫順悦） これをもって、町長の行政報告及び提案理由の大綱

説明を終わります。  

 

〇議長（冨樫順悦） 日程第４、議案第１号令和元年度蘭越町一般会計補

正予算を議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。   「小林総務課長」  
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〇総務課長（小林俊也） ただ今、上程されました、議案第１号令和元年

度蘭越町一般会計補正予算第８号につきまして、御説明いたします。  

 現在、この会計の予算の総額は、６８億４，９２９万２，０００円で、  

歳入歳出それぞれ１，８４０万１，０００円を追加し、６８億６，７６９

万３，０００円とするものです。  

 また、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

よるものです。  

 それでは事項別明細書の歳出から御説明いたします。  

 ７ページを御覧願います。  

２款総務費  １項総務管理費  １目一般管理費、補正額１６２万４，

０００円。１３委託料１６２万４，０００円。  

 弁護士業務委託料で、昨年８月２６日に開催いただきました議員協議

会、また、９月１７日第３回定例会で御説明及び着手金について補正を

させていただきました、農地の賃貸借契約を不服とした許可処分の取り

消し及び損害賠償などを求める訴訟につきましては、１月１５日の第１

審において全面的に勝訴となる判決となり、弁護士への勝訴報酬金等、

１６２万４，０００円の追加をお願いするものです。金額につきまして

は、原告の請求金額により、札幌弁護士会報酬規程を基準として、判決ま

での期間と労力を勘案の上、減額調整した金額となっております。  

なお、その後、相手側から控訴されたことから、勝訴確定には至らず、

第２審対応分としてさらに１１万円の着手金の必要となりますが、第２

審で勝訴した場合については、勝訴報酬金は発生しない契約としており

ます。  

５目企画費。財源内訳の変更で、特定財源のその他３００万円は、まち

づくり事業指定寄附金です。  

３款民生費  １項社会福祉費  １目社会福祉総務費。財源内訳の変更

で、特定財源、その他９０万円は、地域福祉推進事業指定寄付金です。  

４目高齢者コミュニティセンター費、補正額７５万１，０００円。  

 １１需要費、７５万１，０００円。修繕料で、男女ともに浴室の天井照

明が、老朽化により故障しているため交換修理するものです、また、施設

に漏水が発生したため修理をお願いするものです。  

３款民生費  ２項児童福祉費  １目児童福祉総務費。財源内訳の変更

で、特定財源その他３００万円は、子ども育成支援事業指定寄付金です。  

３目蘭越保育所費、補正額１３０万７，０００円。１８備品購入費１３

０万７，０００円。事務用机及び椅子を購入するもので、保育士等の増加
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により、一般的な事務用机が配置できないことから、１台で２人使用で

きる木製事務机ほかを購入するものです。  

６款農林水産業費  １項農業費  ３目農業振興費、補正額７３０万円。 

特定財源、国・道支出金７３０万円は、地域づくり総合交付金。その他

５０万円は、地域産業振興事業指定寄附金です。  

 １９負担金補助及び交付金７３０万円。ラジコンヘリ防除機導入事業

補助金で、申請しておりました道の交付金の内示を受けたことから、「蘭

越町ラジコンヘリ防除研究会」へ本体などの購入費用の半額を補助する

ものです。８ページを御覧願います。  

６款農林水産業費  ２項林業費  ２目林業振興費、補正額１４８万５，

０００円。特定財源その他１６０万円は、森林資源整備事業指定寄附金

です。１９負担金補助及び交付金１４８万５，０００円。除間伐推進対策

事業補助金の追加で、事業量の増加によるものです。  

 ７款商工費  １項商工費  ５目観光費、補正額１百７５万１，０００

円。特定財・その他１００万円は、まちづくり事業指定寄付金です。  

８報償費６０万７，０００円。ふるさと納税寄付者謝礼の追加で、ふる

さと納税の増加によるものです。  

１２役務費１１４万４，０００円。通信運搬費、郵便料１５万１，００

０円。ふるさと納税システム取扱手数料９９万３，０００円を追加する

ものです。  

８目貝の館費、補正額３０５万円。特定財源のその他３００万円は、船

の科学館ミュージアムサポート助成金で、海のプランクトンに関して、

学ぶことができる教材作成に対し助成金が決定されたものです。  

貝の館の来館者と、プランクトンなどのフリーズドライ標本の作製や

教育材料として活用する予定です。  

１１需用費１１４万円。プランクトンネットほか、消耗品費６０万円、

説明書等に係る印刷製本費５４万円を追加するものです。  

１２役務費５万円、郵便料の追加です。  次のページになります。  

１８備品購入費１８６万円。凍結乾燥器及び乾燥標本前処理用冷蔵庫

等を購入するものです。  

８款土木費  ２項道路橋りょう費  ６目除雪費、補正額８０万円。  

１９負担金補助及び交付金８０万円。湯の里ヴィレッジ周辺道路除雪

事業補助金で、管理組合より申請があり補助するものです。  

 ８款土木費  ５項都市計画費  １目公園管理費、補正額２２万円。  

 １２役務費２２万円。樹木伐採手数料で、１００年の森公園パークゴ

ルフ場内の支障木の伐採をするものです。  
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１０款教育費  ４項社会教育費  ３目花一会図書館費。財源内訳の変

更で、特定財源のその他３０万円は、花一会図書館事業指定寄附金です。  

１０款教育費  ５項保健体育費  １目保健体育総務費、補正額１１万

３，０００円。１９負担金補助及び交付金１１万３，０００円。体育振興

奨励事業補助金で、町内児童・生徒の全道大会など出場者の増加により、

追加するものです。  

続いて、歳入に戻ります。５ページを御覧願います。  

１７款道支出金、１９款寄付金は説明を省略します。  

２１款繰越金  １項繰越金  １目繰越金、補正額２１９万９，０００

円の減、前年度繰越金です。  ６ページになります。  

２２款諸収入につきましては、説明を省略します。  

以上で、説明を終わります。  

よろしく御審議いただきますよう、お願いいたします。  

 

〇議長（冨樫順悦）  これをもって提案理由の説明を終わります。  

 これより質疑に入ります。  

 質疑ありませんか。   「３番、永井議員」  

 

〇３番（永井浩） 今の、総務費の成功報酬、弁護士に対しての支払いな

んですが、だいたい概要はわかっているんですが、８月２６日、９月１８

日に説明を受けています。それは着手する時の、どういう状態で訴訟を

起こされたということを聞いてますけど、今回どういう、裁判所で判断

が出て、何を不服として控訴したのか、その辺のことを、説明されるとち

ょっと書けないので、文章かなにか、説明の文書があったら提出とかし

ていただけませんか。どうでしょうか。  

 

〇議長（冨樫順悦）  小林総務課長。  

 

〇総務課長（小林俊也） 口頭弁論自体は３回開催されておりますので、

その部分も含めて後ほど公書等でも提出しておきたいと思いますので、

御理解いただければと思います。  

 

〇議長（冨樫順悦）  ほかに質疑ありませんか。  「６番、難波議員」  

 

〇６番（難波修二）  貝の館費をお尋ねしたいと思います。  

 先日、あそこを通ったんですけど、冬期間は休館中なんですね。それ
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で、その上でお尋ねするんですけど、ただ今の説明で、この３００万円は

海のプランクトンを学ぶための、そういう活動をするために、備品購入

費、印本費ですけど、使うと、こういうことでした。  

 それで、今回それを補正をして、そういう備品を買いますと。印本費で

何か印刷物を作りますと。それで、今年度中に、それを使うだけでいいん

でしょうか、事業が。休館中に、今年度中に、その備品を購入して何かを

作る、あるいはそういうための事業をやるのかどうか、そのあたりがで

すね、休館中にどういうふうにこれから、この事業を展開するのかとい

うことがなかなか理解できないんですけど、この事業も含めてもう少し

詳しく説明をいただきたいと思います。  

 

〇議長（冨樫順悦）  梅本商工労働観光課長。  

 

〇商工労働観光課長（梅本聖孝） 今、難波議員から質問がありました件

についてお答えいたします。  

 今回の補助事業の計画の内容ですけど、先ほど総務課長からも説明が

ありましたとおり、クリオネと海洋酸性化のアウトリーチ教材の開発と

いうことで、要は研究者が研究している内容をですね、一般の我々にも  

わかるような方法で展示をしていくという内容でございまして、まあ現

在、先週ですか、学芸員がオホーツクのほうに船に乗って収集してきた

クリオネなどをですね、なんというんですかね、標本にして凍らせて、凍

らせて標本にして凍らせて、そういうものをわかりやすく展示していく

というのがメインの内容になっておりまして、具体的には議員おっしゃ

るとおり、今、休館してますので、具体的には４月からの展示に向けて

今、準備を進めているというようなことでございまして、展示、そういっ

たこれらが活かされるものについては、具体的には４月以降のオープン

時に展開していきたいというのが考え方でございます。  

 補助事業として、休館中にこれでいいのかという御質問だったと思う

んですが、補助金をくれる、その「船の科学館」ですか、そちらの方とも

協議してまして、そういう内容でもかまわないということで、先般、補助

通知、補助決定もいただいておりますので、そちらの方とも十分協議し

ながら進めていきたいと思いますので、御理解いただきたいと思います。 

 

〇議長（冨樫順悦）  難波議員。  

 

〇６番（難波修二） 了解しました。一般論として、こういう補助金のメ
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ニューがあって、補助金の対象となりますよと、その事業は年度内に完

結するというのは普通、一般論としてそうですよね。  

 だから、展示物を作るというだけで、それで補助対象としてはＯＫで

すよということであればそれでいいんだろうですけど、ちょっとその辺

疑問に思ったものですから、どういう処理がなされるのか、それが、一つ

はその事業対象になってそれがＯＫなのかということと、もう一つは年

度内でそういう事業をやるということは、休館中でできるのかというこ

とはちょっと疑問に思いました。あるいは会計処理も含めて、この年度

内にできるのかどうかというところが疑問だったんですけど、今の答弁

で了解しました。  

 

〇議長（冨樫順悦）  梅本商工労働観光課長。  

 

〇商工労働観光課長（梅本聖孝）  一般論としては議員おっしゃるとお

りかと思います。研究内容が多岐にわたってまして、金額も３００万円

と大きいものですから、一部できない部分がもし発生した場合はですね、

繰越明許になる部分もあろうかと思いますけど、それにつきましては、

今、何度か年度内に済ませるように進めておりますけど、そういう見込

みになる時には議会のほうにも御相談申し上げたいと考えておりますの

で、御理解いただければと思います。  

 

〇議長（冨樫順悦）  ほかに質疑ありませんか。「１０番、熊谷議員」  

 

〇１０番（熊谷雅幸） はい、１０番です。7 ページのラジコンヘリの購

入事業につきましてお聞きします。  

 非常にいい予算を活用して補助をしていただくということで、素晴ら

しいと思います。お聞きしたいのは、ラジコンヘリ、おおよその耐用年数

と、これから研究が進んできているドローン対応については現状ではど

ういう状態になっているのかと、この２点についてお聞きします。  

 

〇議長（冨樫順悦）  西河農林水産課長。  

 

〇農林水産課長（西河修久）  お答えいたします。  

 ラジコンヘリの、まず現在行われているマルチオペレーター、いわゆ

るドローンですね、関係なんですけど、まずラジコンヘリと言いますの

は、大きな面積というものが有効でございまして、ラジコンヘリの場合
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およそ１日に３５町、散布が可能と聞いております。  

 また、マルチローターでございますが、バッテリー１個で１町程度と

いうことで、狭い面積であれば有効ということで、マルチオペレーター

の場合は個人ですとか臨機応変な対応の場合には有効ということなんで

すが、大きな面積の場合にはラジコンヘリが有効ということで、その中

で各々有効な活用がされていくのではないかと考えております。  

 また、ラジコンヘリの耐用年数でございますが、ちょっとここに詳細

な資料ございませんけど、相当程度、１０年程度もつのではないのかと

いうふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。  

 以上でございます。  

 

〇議長（冨樫順悦）  熊谷議員。  

 

〇１０番（熊谷雅幸） わかりました。能力的には相当差があるというこ

とですね。今後、耐用年数過ぎたか過ぎない頃には、これがどこまで技術

発展しているのかということですが、ドローンについては小規模対応で

ラジコンヘリは大きい所の対応、そういう理解でよろしいですか。  

 

〇議長（冨樫順悦）  西河農林水産課長。  

 

〇農林水産課長（西河修久）  はい、お答えいたします。昨年なんです

が、共栄地区でマルチローターのデモンストレーション行いまして、そ

こでもマルチローターの業者の方がおっしゃっておりましたけども、や

はり大規模な面積はラジコンヘリの方が有効ではないかということ、ま

た先ほども言いましたけど、マルチローターにつきましては小規模な面

積、また臨機応変な対応ということで、すみわけがされるのではないか

とお聞きしておりますので、御理解いただきたいと思います。以上です。  

 

〇議長（冨樫順悦）  ほかに質疑ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

質疑なしと認めます。  

 これをもって質疑を終了いたします。  

 これより討論行います。  

 討論ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 討論なしと認めます。  
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 これをもって討論を終了いたします。  

 これより議案第１号令和元年度蘭越町一般会計補正を採決いたします。 

 お諮りいたします。  

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

異議なしと認めます。  

 よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。  

 

〇議長（冨樫順悦） 日程第５、議案第２号令和元年度蘭越町地域振興事

業特別会計補正予算を議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  「梅本商工労働観光課長」  

 

〇商工労働観光課長（梅本聖孝） ただ今、上程されました、議案第２号  

令和元年度蘭越町地域振興事業特別会計補正予算第３号について御説明

いたします。  

この会計の現在の歳入歳出予算の総額は、５，５６４万８，０００円で

ございまして、この総額に２２０万円を追加いたしまして、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ５，７８４万８，０００円とするものでございます。  

また、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

ものでございます。  

それでは、事項別明細書の歳出から御説明申し上げます。  

６ページを御覧ください。  

２款事業費  １項事業費  １目売店事業費、補正額２２０万円。  

１１需用費２００万円。売店用品２００万円で売り上げ増加に伴い仕

入れの予算が不足しますので、追加するものです。  

１２役務費２０万円。郵便料２０万円の追加で、ふるさと納税の取り

扱い増加もあり、ゆうパックの支払いのための、予算に不足が生じます

ので、追加するものです。  

続いて歳入について御説明いたします。５ページを御覧ください。  

１款使用料及び手数料  ２項手数料  １目手数料、補正額２２０万円。 

１節売店売上２２０万円は、売店売上収入を２４０万円追加し、アイ

スクリーム売上収入を２０万円減額するもので、ふるさと納税返礼品の

取り扱い増加により売り上げが増加しましたので予算を補正するもので

す。以上で説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。  
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〇議長（冨樫順悦）  これをもって提案理由の説明を終わります。  

 これより質疑に入ります。  

 質疑ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

質疑なしと認めます。  

これをもって質疑を終了いたします。  

これより討論を行います。  

討論ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

討論なしと認めます。  

 これをもって討論を終了いたします。  

 これより、議案第２号蘭越町地域振興事業特別会計補正予算を採決い

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御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

異議なしと認めます。  

 よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。  

 

〇議長（冨樫順悦） 日程第６、議案第３号令和元年度蘭越町温泉旅館幽

泉閣事業特別会計補正予算を議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  「梅本商工労働観光課長」  

 

〇商工労働観光課長（梅本聖孝） ただ今、上程されました、議案第３号  

令和元年度蘭越町温泉旅館幽泉閣事業特別会計補正予算第３号について

御説明いたします。  

この会計の現在の歳入歳出予算の総額は、２億９，７００万８，０００

円でございまして、この総額に、９５０万円を追加いたしまして、歳入歳

出予算の総額を、それぞれ３億６５０万８，０００円とするものでござ

います。また、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」

によるものでございます。  

それでは、事項別明細書の歳出から御説明申し上げます。  

６ページを御覧ください。  

２款事業費  １項営業費  １目営業費、補正額９５０万円。  

７賃金１５０万円。臨時職員賃金１５０万円の追加。業務の繁忙によ



- 14 - 

 

り賃金の支払いに不足が生じましたので、追加するものです。  

１１需用費８００万円。食事材料８００万円の追加で、主に日帰り会

食利用者の増加により、食事材料仕入れの予算に不足を生じますので、

追加するものです。  

５ページを御覧ください。歳入について御説明いたします。  

１款使用料及び手数料  ２項手数料  １目手数料、補正額９５０万円。 

１節食事料９５０万円。日帰り食事料９５０万円の追加です。  

以上で、説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。  

 

〇議長（冨樫順悦）  これをもって提案理由の説明を終わります。  

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。「６番、難波議員」  

 

〇６番（難波修二） はい、６番です。大変恐縮なんですけど、直接今回

の補正ということとは関連は薄いんですけど、今、説明がありましたよ

うに、観光客の増加が非常に順調であるということで、大変喜ばしいこ

とだと思っております。先日も新聞で、雪秩父の、外国人の皆さんが非常

に利用されていると、そういう報道もありました。  

 そこで、現在の新型コロナウィルスのですね、対策についてちょっと

お尋ねをしたいと思います。  

 昨日もふれあい通信で、町の方からのお知らせがありまして、お聞か

せいただきました。現在、新たな段階になったと報道されておりまして、

市中感染が懸念されるという状況ですので、過度に不安がる必要ないと

思うんですけど、現在のところの、町としての観光施設や、あるいは町民

の皆さんが多く集まる場所等あるいは施設、集会などそういうことに対

する対応についてお聞かせいただきたいと思います。  

 先ほど町長の行政報告の中でも、即応して庁内会議を開いて対応して

いるということは、素早い対応で非常に評価をしたいと思うんですけど、

今、ここ一昨日ほどから、市中感染ということで、いつどこで感染するか

わからない段階に入ってということをふまえてですね、現在のところの

町の対応についてぜひお知らせをいただいて、町民の皆さんの協力を得

ながら、過度の不安を解消するという、そういう取り組みが大事な時期

だと思いますので、ぜひ町の全体的な対策について状況をお知らせいた

だければということで、よろしくお願いしたいと思います。  

 

〇議長（冨樫順悦）  山下健康推進課長。  
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〇健康推進課長（山下志伸）  ただ今の御質問にお答えいたします。  

 先ほど町長も行政報告で申しましたけども、１月３０日に首長が集ま

りまして、会合が行われまして、情報共有を徹底しましょうと。その後

に、すかさず、全道で初めてですけど、後志管内の保健所で、小樽市を入

れて会合が開かれまして、情報共有、それからどういった問い合わせを、

札幌はどうするか、そういったことを打合せをしまして、それに基づい

て２月頭にですね、どういった注意をしましょう、まあ議員おっしゃる

とおり、ちゃんと不安を取り除くという意味で、咳エチケット、それから

手洗いの徹底について、普通の普段のインフルエンザの感染予防と同じ

ように、変に不安がらずに対応してくださいと、オフトークそれからホ

ームページ、それから各戸配布の行政協力員の文書で流しております。  

その後ですけども、市中での感染が疑われるということで、厚生労働

省のほうから通知が来ていますが、当初は中国の武漢もしくは武漢があ

る湖北省ですか、そこへの渡航歴、もしくは渡航歴があった人との感染、

さらには熱があった方については保健所に問い合わせをするという仕組

みでしたけども、今回、市中での感染が疑われますので、湖北省、武漢に

ついては省かれまして、熱３７．５度以上、咳が４日間以上続いた場合

は、専門の問い合わせ場所があるんですが、そこへまず連絡をして、そこ

で相談した上で必要な医療機関に受診というようなことになっています。 

それに合わせて、昨日、一昨日ですけど、蘭越町のほうも一部文章を差

し替えましてオフトークでの周知、それとホームページのほうについて

もこういった相談のほうをお願いしますという周知のほうを今している

状況にあります。  

 また、刻々と状況も変わってきますので、その旨いつも注意をしてい

ますが、保健所それから厚生労働省の通知に基づいて適切に取り進めた

いと思いますので御承知をお願いします。以上です。  

 

〇議長（冨樫順悦）  難波議員。  

 

〇６番（難波修二）  だいたい状況は理解できました。まあこれからも

刻々と変わると、そういう段階になるんだろうなと思ってますけど、町

の人の心配だよねという声をやっぱり、どういうふうに解消させてあげ

るかということを最も大事だと思います。それであの、ぜひ広報活動に

努めていただくということをぜひ取り組んでいただきたいと思います。  

 言ってみますと、こういうような感じで、未経験の事だと思うんです

よね。インフルエンザとほぼ変わりはないんだと言う専門家の方もいま
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すけど、あまりにも連日マスコミで非常に過度な報道がなされておりま

す。乳幼児はほとんど心配ないとか若い人は大丈夫なんだと、健常な人

は大丈夫だというようなことなんですけど、心配なあまりに、例えばち

ょっと発熱して心配だから診療所行くとか温泉病院行くとかですね、そ

れはぜひ避けてくださいよという具体的な広報をぜひやっていただきた

いということと同時に、ちょっとお聞きしたかったのは、例えばめな・こ

んぶデイサービスセンターでの町民が集まるそういう場所、あるいは温

泉施設での、例えば来館した人が手を触れるような所の消毒作業とかで

すね、そういう具体的な取組についてもやっぱり進めていくという、そ

ういうことをやっていますよという周知をすることでの安心感はできる

と思いますので、取り組めるところをこれからも鋭意に取り組んでいた

だければと思いますので、そのあたりについて町長のほうから、こうい

うかたちでという思いがございましたら御答弁いただければと思います。 

 

〇議長（冨樫順悦）  金町長。  

〇町長（金秀行）  難波議員の御質問にお答えいたします。  

 議員おっしゃったとおりですね、非常に新型コロナウィルス、非常に

報道等も含めて、町民の方々も不安になっているという現状でございま

す。その中で町としてどういう対応を取るのか、議員がおっしゃったと

おり、まず広報活動と、できること、マスク、手洗い、うがい、その部分

についてはまず、道のほうから指示された部分について各公共施設等を

含めて対応しているところでございます。  

 あと、今おっしゃったとおり、これが過度になることによっていろん

な不安がどんどん、どんどん広がってきては大変だということもありま

すので、常時広報活動は進めるとともにですね、今、実は私も朝、指示し

たのは、仮に、今北海道で４人出ていますから、これが出ないとも限らな

い、いつどこで出るかわからない、出た時の対応をどうするかというの

を、まず役場職員の方できちっとマニュアルを道のほうから取り寄せて、

どういう対応を取るのかということをきちっと皆で確認をしておこうと

いう部分と、出た時の対応含めて職員と関係機関も打合せることによっ

てスムーズにですね、その部分が町民になるべく不安を与えない部分の

中で処理をしたいということを考えておりまして、指示をいたしたとこ

ろでございます。  

 いずれにしても、まだこの部分はまだ終息という分にはならないので、

十分内部でも協議を進めながら、そしてまずは広報活動、各施設につい

てはアルコール消毒とマスクは全部配置をしておりますその在庫も、前
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から指示をしてるので、いつまでもつのか、その分を含めて、次に段階に

なったらどうするか、その分は事前になるべく早い段階で内部で調査を

し、協議をして対応をしてまいりたいというふうに考えております。非

常に、初めてこういう、町として、災害というまではいかないと思います

が、十分に事前の予防という対策は必要という認識は持っておりますの

で、御理解願いたいと思います。以上でございます。  

 

〇議長（冨樫順悦）  ほかに質疑ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

質疑なしと認めます。  

これをもって討論を終了いたします。  

これより討論を行います。  

討論ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

討論なしと認めます。  

 これをもって討論を終了いたします。  

 これより、議案第３号令和元年度蘭越町温泉旅館幽泉閣事業特別会計

補正予算を採決いたします。  

 お諮りいたします。  

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

異議なしと認めます。  

 よって、議案第 3 号は原案のとおり可決されました。  

 

〇議長（冨樫順悦）  日程第７、報告第１号所管事務調査の結果につい

て、総務文教常任委員会常任委員長から報告願います。「6 番、難波議員」  

 

〇６番（難波修二） ただ今、上程されました報告第１号、総務文教常任

委員会所管事務調査の報告をいたします。  

 令和元年第２回定例会において、閉会中の継続調査の承認を受けまし

た、本委員会の所管事務調査が終了いたしましたので、その結果を報告

いたします。  

 調査日は、１１月２６日、出席委員は私ほか４名の委員であります。  

 また、経済建設常任委員会、赤石委員がオブザーバー参加しておりま

す。今回は、各学校を訪問して教育活動の内容について説明を受け、児

童・生徒の授業を参観するとともに、教育委員会から蘭越高等学校の生
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徒募集活動の状況等について調査いたしました。  

 蘭越中学校では、令和３年度には特別支援学級の編成がなくなるため、

一般教諭が４人ないし５人減少する見込みであり、部活動の指導体制を

見直さなければならないことが、喫緊の大きな課題となっているとの説

明がありました。生徒の希望を尊重しつつ、教職員の業務負担が過重に

ならないよう、十分に配慮した上で、どのような対応ができるのか、学

校・家庭・教育委員会が連携して早急な検討を進める必要があるように

思われます。授業については、１・２年生はグループ学習を行っておりま

したが、議論のまとめや回答の発表に集中して取り組んでいました。   

 ３年生は、株式会社の仕組みを学ぶ授業でしたが、事前に行った学習

ゲームの結果を授業に取り入れるなど、生徒の興味・関心を高める工夫

がされていました。蘭越小学校では、町から配置されている学習支援員

３名を有効に活用し、成果が上がっていることに感謝の言葉がありまし

た。言葉の通級指導教室の担当教員が２名配置となり、町内および黒松

内町の各学校にも出かけて指導を行っているとのことでした。  

 また、体育専科教員の加配措置を３年間受けて、体育の指導内容の充

実が図られており、今後、担任教諭に対する体育の授業の指導技術向上

を目指した校内研修も行う予定とのことでした。  

 ５年生の算数の授業では、児童の実態や希望に応じて二組に分かれて

習熟度別の学習指導が行われており、元気いっぱいのやり取りを見るこ

とができました。  

 昆布小学校では、子どもたちの活発な授業の様子や、学芸会での明瞭

な話し方と上手な演技に、各委員から賞賛の声がありました。  

 日頃の国語力向上の学習とともに、学芸会に対する代々の先輩の表現

力が受け継がれているのではないかとのことでした。  

 授業風景は、いずれの学年も小規模校の特性が活かされ、教師と児童、

児童同士のコミュニケーションが取れており、明るく楽しみながら学習

に取り組む姿が見られました。  

 全般的な事項として、本年度の全国学力学習状況調査の結果について

は、全道の平均正答率と比較して、小学校の国語は相当上回り、算数はや

や上回る、中学校では国語、数学、英語、ともに同じという状況になって

います。調査が始まった当初の、下回る、やや下回っていた傾向から、着

実に向上していると言えます。各学校での日常的な学力向上に係わる学

習指導の取組みと合わせて、町の学習支援員等の人的配置が功を奏して

いると思われます。今後も継続した学習環境の整備を期待いたします。  

 最後に、蘭越高等学校の入学生確保の取組状況について、教育委員会
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から説明を受けました。高等学校および町教育委員会が一丸となって、

札幌市はじめ各地の中等学校等  

に出向いて大々的な募集活動に取り組まれており、１０月現在で蘭越中

学校には１０人の第１希望者がいるとのことでした。来年１月の願書受

付時には、他の市町村からも一人でも多くの希望者があることを念願い

たします。以上、総務文教常任委員会所管事務調査の報告を終わります。  

 

〇議長（冨樫順悦）  これをもって報告を終わります。  

 

〇議長（冨樫順悦） 以上をもって、本臨時会に付議された案件の審議は

全部終了いたしました。  

 これにて、令和２年第１回蘭越町臨時会を閉会いたします。  

 お疲れさまでした。  

         

   午前１０時５１分  閉会  

 


