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平成２９年余市町議会第３回臨時会会議録（第１号）

開 会  午前１０時００分 

閉 会  午後 １時４３分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２９年５月３０日（火曜日）      

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開 会             

  平成２９年５月３０日（火曜日）午前１０時 

〇出 席 議 員  （１８名）       

  余市町議会議長  ６番 中 井 寿 夫 

  余市町議会副議長 １１番 白 川 栄美子 

  余市町議会議員  １番 野 呂 栄 二 

      〃      ２番 吉 田   豊 

      〃      ３番  井   潤 

      〃      ４番 岸 本 好 且 

      〃      ５番 土 屋 美奈子 

      〃      ７番 近 藤 徹 哉 

      〃      ８番 吉 田 浩 一 

      〃      ９番 佐 藤 一 夫 

      〃     １０番 野 崎 奎 一 

      〃     １２番 庄   巖 龍 

      〃     １３番 安 久 莊一郎 

      〃     １４番 大 物   翔 

      〃     １５番 中 谷 栄 利 

      〃     １６番 藤 野 博 三 

      〃     １７番 茅 根 英 昭 

      〃     １８番 溝 口 賢 誇 

〇欠 席 議 員  （０名）        

 〇出 席 者             

  余 市 町 長  嶋     保 

    副    町    長  鍋 谷 慎 二 

    総  務  部  長  前 坂 伸 也 

  総 務 課 長  須 貝 達 哉 

  企 画 政 策 課 長  滝 上 晃 一 

  地 域 協 働 推 進 課 長  笹 山 浩 一 

  財 政 課 長  髙 橋 伸 明 

  税  務  課  長  堀 内   学 

  民 生 部 長  須 藤 明 彦 

  町 民 福 祉 課 長  上 村 友 成 

  高 齢 者 福 祉 課 長  増 田 豊 実 

  保 健 課 長  濱 川 龍 一 

  環 境 対 策 課 長  秋 元 直 人 

  経 済 部 長  小 林 英 二 

  農 林 水 産 課 長  細 山 俊 樹 

  商 工 観 光 課 長  阿 部 弘 亨 

  建 設 水 道 部 長  久 保   宏 

  建 設 課 長  高 橋 良 治 

  まちづくり計画課長  亀 尾 次 雄 

  下 水 道 課 長  近 藤   勉 

  水 道 課 長  渡 辺 郁 尚 

会計管理者（併）会計課長  山 本 金 五 

  農業委員会事務局長  中 村 利 美 

  教 育 委 員 会 教 育 長  佐々木   隆 

  教 育 部 長  小 俣 芳 則 

  学 校 教 育 課 長  羽 生 満 広 
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  社 会 教 育 課 長  松 井 正 光 

  選挙管理委員会事務局長  小 林 広 勝 

  監 査 委 員 事 務 局 長  澤 辺 成 徳 

〇事務局職員出席者            

  事  務  局  長  杉 本 雅 純 

  書         記  阿 部 航 大 

  書         記  細 川 雄 哉 

〇議 事 日 程            

  第 １ 会議録署名議員の指名       

  第 ２ 会期の決定            

      議長の諸般報告          

  第 ３ 報告第 １号 専決処分事項の承認 

      を求めることについて       

      （平成２８年度余市町一般会計補正 

      予算（第１０号））        

  第 ４ 報告第 ２号 専決処分事項の承認 

      を求めることについて       

      （平成２８年度余市町介護保険特別 

      会計補正予算（第５号））     

  第 ５ 報告第 ３号 専決処分事項の承認 

      を求めることについて       

      （平成２８年度余市町国民健康保険 

      特別会計補正予算（第５号））   

  第 ６ 報告第 ４号 専決処分事項の承認 

      を求めることについて       

      （平成２８年度余市町後期高齢者医 

      療特別会計補正予算（第３号））  

  第 ７ 報告第 ５号 専決処分事項の承認 

      を求めることについて       

      （平成２８年度余市町公共下水道特 

      別会計補正予算（第４号））    

  第 ８ 議案第 １号 平成２９年度余市町 

      国民健康保険特別会計補正予算（第 

      １号）              

  第 ９ 議案第 ２号 余市町個人情報保護 

      条例及び余市町行政手続における特 

      定の個人を識別するための番号の利 

      用等に関する法律に基づく個人番号 

      の利用及び特定個人情報の提供に関 

      する条例の一部を改正する条例案  

  第１０ 議案第 ３号 町有財産の取得につ 

      いて               

開 会 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから平成29年余

市町議会第３回臨時会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は17名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 なお、安久議員は所用のため若干遅刻の旨届け

出がありましたことをご報告申し上げます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 今期臨時会に提出されました案件は、議案３件、

報告５件、他に議長の諸般報告です。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第119条の規定によ

り、議席番号15番、中谷議員、議席番号16番、藤

野議員、議席番号17番、茅根議員、以上のとおり

指名いたします。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 この際、議会運営委員会の委員長からの報告を

求めます。 

〇18番（溝口賢誇君） 平成29年余市町議会第３

回臨時会開催に当たり、昨日午前10時より委員会

室におきまして議会運営委員会が開催されました

ので、その審議経過並びに結果につきまして私か

らご報告申し上げます。 

 委員７名の出席のもと、さらに説明員として鍋
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谷副町長、前坂総務部長、須貝総務課長の出席が

ありましたことをご報告申し上げます。 

 今期臨時会に提出されました案件は、議案３件、

報告５件、他に議長の諸般報告でございます。 

 会期につきましては、本日１日と決定いたしま

したことをご報告申し上げます。 

 なお、日程の割り振りにつきましては、議員各

位のお手元に日程表が配付されておりますので、

省略させていただきます。 

 さらに、内容につきましてご報告申し上げます。 

 日程第３、報告第１号 専決処分事項の承認を

求めることについて（平成28年度余市町一般会計

補正予算（第10号））につきましては、即決にて

ご審議いただくことに決しました。 

日程第４、報告第２号 専決処分事項の承認を

求めることについて（平成28年度余市町介護保険

特別会計補正予算（第５号））につきましては、

即決にてご審議いただくことに決しました。 

日程第５、報告第３号 専決処分事項の承認を

求めることについて（平成28年度余市町国民健康

保険特別会計補正予算（第５号））につきまして

は、即決にてご審議いただくことに決しました。 

日程第６、報告第４号 専決処分事項の承認を

求めることについて（平成28年度余市町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第３号））につきまし

ては、即決にてご審議いただくことに決しました。 

日程第７、報告第５号 専決処分事項の承認を

求めることについて（平成28年度余市町公共下水

道特別会計補正予算（第４号））につきましては、

即決にてご審議いただくことに決しました。 

日程第８、議案第１号 平成29年度余市町国民

健康保険特別会計補正予算（第１号）につきまし

ては、即決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第９、議案第２号 余市町個人情報保護条

例及び余市町行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例案につきましては、即決

にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第10、議案第３号 町有財産の取得につい

てにつきましては、即決にてご審議いただくこと

に決しました。 

 以上を申し上げまして、議会運営委員会の報告

といたします。 

〇議長（中井寿夫君） ただいま委員長から報告

のとおり、今期臨時会の会期は本日１日といたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、今期臨時会の会期は本日１日と決定い

たしました。 

 なお、今期臨時会は、地方自治法第121条第１項

の規定により説明員として通知のありました者は

お手元に配付のとおりでありますので、ご了承願

います。 

 次に、傍聴人の定員について申し上げます。 

 傍聴規則第３条の規定により、傍聴人は報道関

係者と他に一般傍聴者38名となっておりますこと

をご報告申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、諸般の報告をいた

します。 

 地方自治法第235条の２第３項の規定によりま

す例月出納検査の結果報告が監査委員からありま

したので、その写しを配付しておりますので、ご

了承願います。 

 次に、去る５月12日に小樽市で開催されました

平成29年度小樽・余市間国道新設改修期成会理事

会及び通常総会に、各議員のお手元に配付のとお

り、会議規則第121条の規定により議員の派遣決定

をしましたので、ご報告申し上げます。 

 次に、余市町情報公開条例第30条及び余市町個

人情報保護条例第45条の規定によります運用状況

についての報告が町長からありましたので、その
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写しを配付しておりますので、ご了承願います。 

 以上で諸般報告を終わります。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第３、報告第１号 専

決処分事項の承認を求めることについてを議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇財政課長（髙橋伸明君） ただいま上程されま

した報告第１号につきまして、その提案理由をご

説明申し上げます。 

 報告第１号につきましては、地方自治法第179条

第１項の規定に基づき専決処分いたしました平成

28年度余市町一般会計補正予算（第10号）につい

て、同条第３項の規定に基づき報告し、承認を求

めるものでございます。 

 平成28年度余市町一般会計補正予算（第10号）

の内容につきましては、歳出において余市町の未

来を担う人づくり基金が廃止されたことに伴い、

新たに設置された余市町ふるさと応援寄附金基金

への積立金と寄附及び今後の財政需要に備えての

各基金への積立金、臨時福祉給付金及び年金生活

者等支援臨時福祉給付金事業の事業費確定に伴う

減額、各種事業費確定見込みによる財源の組みか

え計上、介護保険特別会計等の特別会計の決算確

定見込みに伴う繰出金等の精算による補正計上を

行ったものであります。 

 また、歳入につきましては、地方交付税、寄附

金、繰入金、繰越金の計上、さらには地方譲与税

等各種交付金の確定見込みによる追加及び減額、

町債の減額等による調整を行ったものでありま

す。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 報告第１号 専決処分事項の承認を求めること

について。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙専

決処分書のとおり処分したので、同条第３項の規

定により報告し、議会の承認を求める。 

 平成29年５月30日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分する。 

 平成29年３月31日、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 平成28年度余市町一般会計補正予算（第10号）。 

 平成28年度余市町の一般会計の補正予算（第

10号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ7,139万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ86億7,265万2,000円とする。 

 ２ 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。 

 （地方債の補正） 

 第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補

正」による。 

 歳出からご説明申し上げます。８ページをお開

き願います。３、歳出、２款総務費、１項総務管

理費、２目文書広報費、補正額ゼロ円につきまし

ては、財源の組みかえ計上でございます。 

 ４目財産管理費、補正額１億226万円、25節積立

金１億226万円につきましては、減債基金積立金

4,000万円、社会福祉施設等建設基金積立金21万

2,000円、余市町の未来を担う人づくり基金積立金

13万円、教育施設建設整備基金積立金4,000万円、

余市町ふるさと応援寄附金基金積立金2,191万

8,000円の増額補正でございます。 

 ５目企画費、補正額ゼロ円につきましては、財

源の組みかえ計上でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総

務費、補正額1,595万5,000円の減、３節職員手当

から12節役務費まで臨時福祉給付金及び年金生活

者等支援臨時福祉給付金の事務費の確定による減
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額補正でございます。19節負担金補助及び交付金

1,469万4,000円の減につきましては、事業費の確

定による臨時福祉給付金332万4,000円、年金生活

者等支援臨時福祉給付金1,137万円の減額補正で

ございます。 

 ９目老人福祉費、補正額ゼロ円につきましては、

財源の組みかえ計上でございます。 

 10目介護保険費、補正額2,479万1,000円の減、

28節繰出金2,479万1,000円の減につきましては、

介護保険特別会計繰出金の決算見込みによる減額

補正でございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、５目国民健康保

険費、補正額75万1,000円、28節繰出金75万1,000円

につきましては、国民健康保険特別会計繰出金の

決算見込みによる追加計上でございます。 

 ９目後期高齢者医療費、補正額171万3,000円の

減、28節繰出金171万3,000円の減につきましては、

後期高齢者医療特別会計繰出金の確定見込みによ

る減額補正でございます。 

 ５款労働費、１項労働諸費、２目援護対策費、

補正額ゼロ円につきましては、財源の組みかえ計

上でございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興

費、補正額ゼロ円につきましては、財源の組みか

え計上でございます。 

 ６款農林水産業費、３項水産業費、３目浅海増

殖事業費、補正額ゼロ円につきましては、財源の

組みかえ計上でございます。 

 ７款商工費、１項商工費、２目商工振興費、補

正額ゼロ円につきましては、財源の組みかえ計上

でございます。 

 ３目観光費、補正額ゼロ円につきましては、財

源の組みかえ計上でございます。 

 ７目宇宙記念館管理運営費、補正額ゼロ円につ

きましては、財源の組みかえ計上でございます。 

 次のページをお開き願います。８款土木費、２

項道路橋りょう費、１目道路橋りょう維持費、補

正額ゼロ円につきましては、財源の組みかえ計上

でございます。 

 ８款土木費、５項都市計画費、４目公共下水道

費、補正額1,426万7,000円、28節繰出金1,426万

7,000円につきましては、公共下水道特別会計繰出

金の確定見込みによる増額補正でございます。 

 ８款土木費、６項住宅費、２目住宅支援費、補

正額ゼロ円につきましては、財源の組みかえ計上

でございます。 

 10款教育費、４項社会教育費、５目青少年対策

費、補正額ゼロ円につきましては、財源の組みか

え計上でございます。 

 11款公債費、１項公債費、２目利子、補正額342万

8,000円の減、23節償還金利子及び割引料342万

8,000円の減につきましては、一時借入金利子の不

用見込み額の減額補正でございます。 

 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。

４ページをお開き願います。２、歳入、２款地方

譲与税、１項地方揮発油譲与税、１目地方揮発油

譲与税、補正額48万6,000円、１節地方揮発油譲与

税48万6,000円につきましては、額の確定による増

額補正でございます。 

 ２款地方譲与税、２項自動車重量譲与税、１目

自動車重量譲与税、補正額55万5,000円、１節自動

車重量譲与税55万5,000円につきましては、額の確

定による増額補正でございます。 

 ３款利子割交付金、１項利子割交付金、１目利

子割交付金、補正額228万8,000円の減、１節利子

割交付金228万8,000円の減につきましては、額の

確定による減額補正でございます。 

 ４款配当割交付金、１項配当割交付金、１目配

当割交付金、補正額137万5,000円、１節配当割交

付金137万5,000円につきましては、額の確定によ

る増額補正でございます。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金、１項株式等譲渡

所得割交付金、１目株式等譲渡所得割交付金、補

正額140万8,000円、１節株式等譲渡所得割交付金
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140万8,000円につきましては、額の確定による増

額補正でございます。 

 ６款地方消費税交付金、１項地方消費税交付金、

１目地方消費税交付金、補正額3,130万9,000円の

減、１節地方消費税交付金3,130万9,000円の減に

つきましては、額の確定による減額補正でござい

ます。 

 ７款ゴルフ場利用税交付金、１項ゴルフ場利用

税交付金、１目ゴルフ場利用税交付金、補正額13万

3,000円の減、１節ゴルフ場利用税交付金13万

3,000円の減につきましては、額の確定による減額

補正でございます。 

 ８款自動車取得税交付金、１項自動車取得税交

付金、１目自動車取得税交付金、補正額51万

2,000円の減、１節自動車取得税交付金51万

2,000円の減につきましては、額の確定による減額

補正でございます。 

 ９款地方特例交付金、１項地方特例交付金、１

目地方特例交付金、補正額33万2,000円の減、１節

地方特例交付金33万2,000円の減につきましては、

額の確定による減額補正でございます。 

 10款地方交付税、１項地方交付税、１目地方交

付税、補正額8,859万7,000円、１節地方交付税

8,859万7,000円につきましては、額の確定による

特別交付税の増額補正でございます。 

 次のページをお開き願います。11款交通安全対

策特別交付金、１項交通安全対策特別交付金、１

目交通安全対策特別交付金、補正額68万2,000円の

減、１節交通安全対策特別交付金68万2,000円の減

につきましては、額の確定による減額補正でござ

います。 

 14款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費

国庫負担金、補正額6,000円の減、１節社会福祉費

国庫負担金6,000円の減につきましては、低所得者

保険料軽減負担金の確定に伴います減額補正でご

ざいます。 

 ２目衛生費国庫負担金、補正額18万4,000円の

減、１節保健衛生費国庫負担金18万4,000円の減に

つきましては、保険基盤安定負担金（国民健康保

険分）の確定による減額補正でございます。 

 14款国庫支出金、２項国庫補助金、２目民生費

国庫補助金、補正額1,595万5,000円の減、１節社

会福祉費国庫補助金1,595万5,000円の減につきま

しては、事業費確定による臨時福祉給付金事業費

補助金332万4,000円、年金生活者等支援臨時福祉

給付金事業費補助金1,137万円、臨時福祉給付金等

事務費補助金126万1,000円の減額補正でございま

す。 

 15款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負

担金、補正額3,000円の減、１節社会福祉費道負担

金3,000円の減につきましては、低所得者保険料軽

減負担金の確定による減額補正でございます。 

 ２目衛生費道負担金、補正額331万3,000円の減、

１節保健衛生費道負担金331万3,000円の減につき

ましては、保険基盤安定負担金（国民健康保険分）

の確定による減額補正でございます。 

 16款財産収入、２項財産売払収入、２目不動産

売払収入、補正額329万円、１節土地建物売払収入

329万円につきましては、大川小学校校長住宅売り

払いに伴う土地売払収入の増額補正でございま

す。 

 17款寄附金、１項寄附金、２目総務費寄附金、

補正額13万円、１節総務費寄附金13万円につきま

しては、町外匿名希望13名の方々からの余市町の

未来を担う人づくり寄附金でございます。 

 ３目民生費寄附金、補正額21万2,000円、１節民

生費寄附金21万2,000円につきましては、社会福祉

寄附金でございます。寄附者のご芳名を申し上げ

ます。小黒道男様から10万円、余市合同青果青友

会様から１万1,266円、中西安衛様から10万円でご

ざいます。いずれもご寄附をいただいた方のご意

向に沿った予算措置をさせていただいたものでご

ざいます。 

 18款繰入金、３項余市町の未来を担う人づくり
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基金繰入金、１目余市町の未来を担う人づくり基

金繰入金、補正額2,191万8,000円、１節余市町の

未来を担う人づくり基金繰入金2,191万8,000円に

つきましては、余市町の未来を担う人づくり基金

の廃止に伴い、同基金の残額を繰り入れるための

予算措置でございます。 

 19款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

5,185万2,000円、１節繰越金5,185万2,000円につ

きましては、必要となる一般財源について繰越金

を計上したものでございます。 

 20款諸収入、５項雑入、１目雑入、補正額157万

7,000円の減、１節雑入157万7,000円の減につきま

しては、確定見込みによる北後志地区介護認定審

査会事業町村負担の減額補正でございます。 

 21款町債、１項町債、１目土木債、補正額70万

円の減、１節道路橋りょう債70万円の減につきま

しては、事業費確定に伴います道路ストック整備

事業債の減額補正でございます。 

 ２目過疎対策事業債、補正額60万円の減、１節

過疎対策事業債60万円の減につきましては、事業

費確定による過疎地域自立促進特別事業債の減額

補正でございます。 

 ３目臨時財政対策債、補正額4,083万8,000円の

減、１節臨時財政対策債4,083万8,000円の減につ

きましては、額の確定による減額補正でございま

す。 

 次に、地方債についてご説明申し上げます。２

ページをお開き願います。２ページ下段でござい

ます。第２表、地方債補正につきましては、事業

費確定に伴う起債限度額の補正でございます。１、

変更、起債の目的、道路ストック整備事業債、補

正前限度額560万円、補正後限度額490万円。過疎

地域自立促進特別事業債、補正前限度額8,350万

円、補正後限度額8,290万円。臨時財政対策債、補

正前限度額２億9,967万3,000円、補正後限度額２

億5,883万5,000円。 

 以上、報告第１号につきましてその提案理由を

ご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、

ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇12番（庄 巖龍君） ２点ほどお尋ねいたしま

す。 

 まず、歳出の部分でございますけれども、２款、

財産管理費の教育施設建設整備基金積立金、これ

4,000万円という結構大きい金額になっておりま

す。いつぐらいまで基金を積み立てて、どういう

ふうな使途目的で使うのかということについてお

聞きしたいと思います。 

 続きまして、これは歳入の部分でございますけ

れども、16款、不動産売却収入ということで、こ

ちらが329万円ほど、大川小学校の土地ということ

になっておりますが、土地、建物の売却収入とな

っていますけれども、土地と建物という形で、ど

ういうふうな形で分かれているのか、それについ

てご説明をいただきたいと思います。お願いしま

す。 

〇財政課長（髙橋伸明君） 12番、庄議員のご質

問にご答弁させていただきます。 

 まず、財産管理費の中の積立金の部分でござい

ます。教育施設建設整備基金に4,000万円このたび

積み立ての補正を計上させていただきましたが、

内容といたしましては、ご存じのとおり、学校施

設等につきましてもかなり建設から年数がたっ

て、老朽化が進んでいるといった部分がございま

す。また、さらには公民館ですとかそういった社

会教育施設等につきましても老朽化が見られると

いうことで、今後どのようなふぐあいが発生する

かちょっと想像つかない部分もございまして、そ

ういった部分に備えまして今回基金として積み立

てをさせていただきたく、計上させていただきま

したので、ご理解願いたいと思います。 

 また、もう一点、財産売払収入の関係でござい
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ますが、売り払いに際しまして不動産鑑定を行っ

てございます。そうした中で実際売り払ったもの

につきましては、建物と土地という形でございま

すが、不動産鑑定の結果、建物につきましては価

格がないと、価値なしということで、実質上は土

地のみの価格を補正計上させていただいていると

ころでありますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

〇12番（庄 巖龍君） そういたしますと、大川

小学校の校長住宅ですよね。私もよく見ますけれ

ども、あそこの土地は町有財産という形ではない

ということですか。校長住宅ありますよね。あそ

このところの土地ありますよね。あそこは町有地

ではないという形になってしまった。売却したと

いうことですから。どういう形をとっているのか

という。あの辺のところの土地の感覚、それちょ

っとお願いします。 

〇財政課長（髙橋伸明君） 12番、庄議員の再度

のご質問にお答えさせていただきます。 

 大川小学校の校長住宅の売却の件でございます

が、そもそも校長住宅の位置づけの場合には教育

財産ということで、町の教育財産という位置づけ

でございます。売却に際しましては、行政財産の

ままでは売却できませんので、その段階で普通財

産に変更してございます。普通財産にした後、売

却という形で、現在はそこの土地につきましては

町有地ではなく売却したものでございます。 

〇12番（庄 巖龍君） もう工事始まっています

よね、あそこ。校長住宅のほうは、下のほうの鉄

筋も打って、工事やっています、実際。やってい

ながら何で今ここでこういう形で出てくるのかと

いうことが１点と、それから大川小学校の土地に

ついては、皆さんも知っているとは思うのですが、

あそこはもともと大谷町長時代に財務省の土地を

余市町が借り上げたということで、あそこの大川

小学校の正門から花壇のところまでは、花壇のと

ころは大川小学校の土地なのですけれども、あそ

こは道路ではないのです。温水プールのほうは道

路になっていますけれども、実際大川小学校はど

こまでが町有地で教育財産の土地なのか、あるい

は町有地なのかということが非常に明確にならな

いことが結構あるのです。ですから、私今回こう

いうようなことでお聞きしたのですけれども、今

の説明でとりあえずは町の教育財産から普通財産

にしたということでわかりましたけれども、後ほ

ど調べて、大川小学校近隣の土地についてはまた

改めてお伺いしたいと思います。よろしくお願い

します。どうもありがとうございました。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略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」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第１号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより報告第１号を採決いたします。 

 本案は、報告のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第１号 専決処分事項の承認を求

めることについては、報告のとおり承認すること

に決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第４、報告第２号 専

決処分事項の承認を求めることについてを議題と

いたします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

〇高齢者福祉課長（増田豊実君） ただいま上程

されました報告第２号につきまして、提案理由を

ご説明申し上げます。 

 報告第２号につきましては、地方自治法第179条

第１項の規定に基づき専決処分いたしました平成

28年度余市町介護保険特別会計補正予算（第５号）

について、同条第３項の規定に基づき報告し、承

認を求めるものでございます。 

 今回専決処分を行いました補正予算の主な内容

は、歳出におきまして総務費、保険給付費、地域

支援事業費の確定見込みに伴う不用額の減額及び

諸支出金の確定見込みに伴う増額補正を行い、歳

入におきましては各経費の特定財源となります国

庫支出金等の確定見込みによる減額及び増額補正

を行ったものでございます。 

 以下、報告第２号を朗読し、ご説明を申し上げ

ます。 

 報告第２号 専決処分事項の承認を求めること

について。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙専

決処分書のとおり処分したので、同条第３項の規

定により報告し、議会の承認を求める。 

 平成29年５月30日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分する。 

 平成29年３月31日、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 平成28年度余市町介護保険特別会計補正予算

（第５号）。 

 平成28年度余市町の介護保険特別会計の補正予

算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ１億7,105万5,000円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ23億5,729万9,000円と

する。 

 ２ 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。 

 初めに、歳出からご説明を申し上げますので、

８ページをお開き願います。上段でございます。

３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一

般管理費、補正額42万6,000円の減、９節旅費

7,000円の減から13節委託料34万5,000円の減まで

につきましては、普通旅費、消耗品費、介護保険

システム改修委託料などの各種事務費等の確定見

込みによる減額でございます。 

 １款総務費、２項徴収費、１目賦課徴収費、補

正額６万7,000円の減、11節需用費６万2,000円の

減及び12節役務費5,000円の減につきましては、賦

課徴収事務に係る経費の確定見込みによる減額で

ございます。 

 １款総務費、３項介護認定審査会費、１目介護

認定審査会費、補正額163万4,000円の減、１節報

酬129万円の減から12節役務費４万5,000円の減ま

でにつきましては、介護認定審査会に係る審査会

委員報酬、費用弁償、事務費等の経費の確定見込

みによる減額でございます。 

 ２目認定調査費、補正額58万1,000円の減、４節

共済費9,000円の減から12節役務費54万2,000円の

減までにつきましては、認定調査に係る事務費等

の経費の確定見込みによる減額でございます。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１

目介護サービス等給付費、補正額１億4,006万

7,000円の減、19節負担金補助及び交付金１億

4,006万7,000円の減につきましては、給付費の確

定見込みによる減額でございます。 

 次のページをお開き願います。２款保険給付費、

２項介護予防サービス等諸費、１目介護予防サー

ビス等給付費、補正額1,605万1,000円の減、19節

負担金補助及び交付金1,605万1,000円の減につき
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ましては、給付費の確定見込みによる減額でござ

います。 

 ２款保険給付費、３項その他諸費、１目審査支

払手数料、補正額38万7,000円の減、12節役務費

38万7,000円の減につきましては、審査支払手数料

の確定見込みによる減額でございます。 

 ２款保険給付費、４項高額介護サービス等費、

１目高額介護サービス費、補正額212万8,000円の

減、19節負担金補助及び交付金212万8,000円の減、

２目高額介護予防サービス費、補正額5,000円の

減、19節負担金補助及び交付金5,000円の減につき

ましては、高額介護サービス費等における給付費

の確定見込みによる減額でございます。 

 ２款保険給付費、５項高額医療合算介護サービ

ス等費、１目高額医療合算介護サービス費、補正

額191万9,000円の減、19節負担金補助及び交付金

191万9,000円の減、２目高額医療合算介護予防サ

ービス費、補正額１万6,000円の減、19節負担金補

助及び交付金１万6,000円の減につきましては、高

額医療合算介護サービス費等における給付費の確

定見込みによる減額でございます。 

 ２款保険給付費、６項市町村特別給付費、１目

市町村特別給付費、補正額64万4,000円の減、19節

負担金補助及び交付金64万4,000円の減につきま

しては、居宅介護福祉用具貸与費ほか市町村特別

給付費の確定見込みによる減額でございます。 

 ２款保険給付費、７項特定入所者介護サービス

等費、１目特定入所者介護サービス費、補正額

559万7,000円の減、19節負担金補助及び交付金

559万7,000円の減、２目特例特定入所者介護サー

ビス費、補正額１万円の減、19節負担金補助及び

交付金１万円の減、３目特定入所者介護予防サー

ビス費、補正額６万6,000円の減、19節負担金補助

及び交付金６万6,000円の減、４目特例特定入所者

介護予防サービス費、補正額１万円の減、19節負

担金補助及び交付金１万円の減につきましては、

給付費の確定見込みによる減額でございます。 

 次のページをお開き願います。３款地域支援事

業費、１項介護予防・生活支援サービス事業費、

１目介護予防・生活支援サービス事業費、補正額

300万3,000円、19節負担金補助及び交付金300万

3,000円につきましては、介護予防・生活支援サー

ビス事業に係る経費の確定見込みによる増額でご

ざいます。 

 ２目介護予防ケアマネジメント事業費、補正額

21万7,000円の減、13節委託料21万7,000円の減に

つきましては、事業委託料経費の確定見込みによ

る減額でございます。 

 ３款地域支援事業費、２項一般介護予防事業費、

１目一般介護予防事業費、補正額213万4,000円の

減につきましては、事業委託料経費等の確定見込

みによる減額でございます。 

 ３款地域支援事業費、３項包括的支援事業・任

意事業費、１目包括的支援事業費、補正額３万

3,000円の減、１節報酬２万2,000円の減及び12節

役務費１万1,000円の減につきましては、包括的支

援事業に係る各経費の確定見込みによる減額でご

ざいます。 

 ２目任意事業費、補正額239万7,000円の減、12節

役務費31万5,000円の減から20節扶助費49万円の

減までにつきましては、任意事業に係る各経費の

確定見込みによる減額でございます。 

 ３款地域支援事業費、４項その他諸費、１目審

査支払手数料、補正額９万6,000円の減、12節役務

費９万6,000円の減につきましては、審査支払手数

料の確定見込みによる減額でございます。 

 ４款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２

目償還金、補正額42万7,000円、23節償還金利子及

び割引料42万7,000円につきましては、平成27年度

介護保険事業費国庫補助金の精算による特定財源

の超過交付分の返還金によるものでございます。 

 次に、歳入についてご説明を申し上げますので、

４ページをお開き願います。上段でございます。

２、歳入、１款保険料、１項介護保険料、１目第
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１号被保険者保険料、補正額3,393万1,000円の減、

１節現年度分特別徴収保険料3,350万2,000円の減

及び２節現年度分普通徴収保険料42万9,000円の

減につきましては、保険料の確定見込みによる減

額でございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給

付費負担金、補正額2,962万円の減、１節現年度分

2,962万円の減につきましては、介護給付費に係る

国庫負担金の確定見込みによる減額でございま

す。 

 ３款国庫支出金、２項国庫補助金、１目調整交

付金、補正額1,147万円の減、１節現年度分調整交

付金1,147万円の減、２目地域支援事業交付金（介

護予防・日常生活支援総合事業）、補正額11万

1,000円、１節現年度分11万1,000円、３目地域支

援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業

以外の地域支援事業）、補正額94万8,000円の減、

１節現年度分94万8,000円の減、４目介護保険事業

費国庫補助金、補正額33万円、１節介護保険事業

費国庫補助金33万円につきましては、交付金の確

定見込みによる増額及び減額でございます。 

 ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１

目介護給付費交付金、補正額4,655万円の減、１節

現年度分4,655万円の減、２目地域支援事業支援交

付金、補正額15万5,000円、１節現年度分15万

5,000円につきましては、交付金の確定見込みによ

る増額及び減額でございます。 

 ５款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費

負担金、補正額2,441万円の減、１節現年度分補正

額2,441万円の減につきましては、介護給付費に係

る道負担金の確定見込みによる減額でございま

す。 

 ５款道支出金、２項道補助金、１目地域支援事

業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）、

補正額６万9,000円、１節現年度分６万9,000円、

２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支

援総合事業以外の地域支援事業）、補正額47万

3,000円の減、１節現年度分47万3,000円の減につ

きましては、交付金の確定見込みによる増額及び

減額でございます。 

 次のページをお開き願います。５款道支出金、

３項道委託金、１目介護扶助費委託金、補正額５

万6,000円、１節介護扶助費委託金５万6,000円に

つきましては、生活保護要保護者の第２号被保険

者の介護認定に係る費用の確定見込みによるもの

でございます。 

 ７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給

付費繰入金、補正額2,128万3,000円の減、１節現

年度分2,128万3,000円の減、２目地域支援事業繰

入金（介護予防・日常生活支援総合事業）、補正

額６万9,000円、１節現年度分６万9,000円、３目

地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総

合事業以外の地域支援事業）、補正額47万3,000円

の減、１節現年度分47万3,000円の減、４目低所得

者保険料軽減繰入金、補正額１万円の減、１節現

年度分１万円の減、５目その他一般会計繰入金、

補正額309万4,000円の減、１節事務費繰入金309万

4,000円の減につきましては、一般会計からの繰入

金の確定見込みによる増額及び減額でございま

す。 

 ７款繰入金、２項介護給付費準備基金繰入金、

１目介護給付費準備基金繰入金、補正額１万円の

減、１節介護給付費準備基金繰入金１万円の減に

つきましては、繰入金の確定見込みによる減額で

ございます。 

 ８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

42万7,000円、１節繰越金42万7,000円につきまし

ては、歳出でご説明申し上げました平成27年度介

護保険事業費国庫補助金返還金についての財源と

して繰越金を計上したものでございます。 

 以上、報告第２号につきましてご説明を申し上

げましたので、よろしくご審議の上、ご承認賜り

ますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり
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ました。 

 これより質疑を行います。 

〇14番（大物 翔君） ページが振ってある４ペ

ージの歳入の保険料収入のところなのですけれど

も、減額補正で約340万円ということなのですけれ

ども、たしか私の記憶では去年保険料が若干下が

ったはずなのです、徴収する際に。間違っていた

らごめんなさいですけれども、そういう徴収をす

る際の１人当たりの金額が減ったことによってこ

の金額が発生しているのか、あるいは何らかの事

情で払えなくなってしまった人たちの関係で、減

免とかの関係で出ている部分なのか、その内訳が

もしわかればと思ったのです。というのももしそ

れがだんだんふえていく傾向にあるのであれば、

それはよくないことだなと思うものですから、そ

の辺のところをお願いいたします。 

〇高齢者福祉課長（増田豊実君） 14番、大物議

員のご質問に対してご答弁申し上げます。 

 介護保険料につきましてですけれども、介護保

険料の財源というところなのですが、介護保険の

介護給付費の財源構成というものが保険料の50％

と、あと公費50％ということになってございます。

そこで、あくまでも歳出が確定見込みによります

保険料が50％ということになっておりますので、

それに対しまして今回減額の補正を行っていると

ころでございます。 

 先ほどおっしゃっていました昨年度の保険料と

本年度の保険料につきましては、ちょっと手持ち

がございませんので、もしよろしければ後ほどご

連絡させていただくということでお願いしたいと

存じますので、お願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略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」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第２号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより報告第２号を採決いたします。 

 本案は、報告のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第２号 専決処分事項の承認を求

めることについては、報告のとおり承認すること

に決しました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５７分 

再開 午後 １時００分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第５、報告第３号 専

決処分事項の承認を求めることについてを議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇保健課長（濱川龍一君） ただいま上程されま

した報告第３号につきまして、提案理由をご説明

申し上げます。 

 報告第３号につきましては、地方自治法第179条

第１項の規定に基づき専決処分を行いました平成

28年度余市町国民健康保険特別会計補正予算（第

５号）について、同条第３項の規定に基づき報告

し、承認を求めるものでございます。 

 今回の専決処分を行った補正予算の主な内容に

つきましては、歳出では保険給付費等の確定見込
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みに伴う不用額の減額整理を行ったものでござい

ます。 

 また、歳入では、国庫支出金等の減額整理を行

い、予算上の収支均衡を図ったものでございます。 

 なお、現時点において国保税等の一部の収入が

未確定ではございますが、平成28年度の決算見込

みにつきましては、歳出の約32億2,000万円に対

し、歳入では約31億円となり、約１億2,000万円程

度の赤字となる見込みとなっておりますが、後ほ

どご提案申し上げる平成29年度補正予算（第１号）

において同額の繰り上げ充用金を計上させていた

だいたところでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 報告第３号 専決処分事項の承認を求めること

について。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙専

決処分書のとおり処分したので、同条第３項の規

定により報告し、議会の承認を求める。 

 平成29年５月30日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分する。 

 平成29年３月31日、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 平成28年度余市町国民健康保険特別会計補正予

算（第５号）。 

 平成28年度余市町の国民健康保険特別会計の補

正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ１億2,279万9,000円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ33億5,155万6,000円と

する。 

 ２ 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。 

 初めに、歳出からご説明を申し上げます。４ペ

ージをお開き願います。中段でございます。３、

歳出、２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般

被保険者療養給付費、補正額3,302万6,000円の減、

19節負担金補助及び交付金3,302万6,000円の減に

つきましては、一般被保険者療養給付費の確定見

込みに伴う減額補正でございます。 

 ２目退職被保険者等療養給付費、補正額4,665万

2,000円の減、19節負担金補助及び交付金4,665万

2,000円の減につきましては、退職被保険者等療養

給付費の確定見込みに伴う減額補正でございま

す。 

 ２款保険給付費、２項高額療養費、２目退職被

保険者等高額療養費、補正額92万1,000円の減、

19節負担金補助及び交付金92万1,000円の減につ

きましては、退職被保険者等高額療養費の確定見

込みに伴う減額補正でございます。 

 ７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、２

目保険財政共同安定化事業拠出金、補正額4,220万

円の減、19節負担金補助及び交付金4,220万円の減

につきましては、保険財政共同安定化事業拠出金

の確定見込みに伴う減額補正でございます。 

 次に、歳入についてご説明申し上げます。２ペ

ージをお開き願います。下段でございます。２、

歳入、４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療

養給付費等負担金、補正額3,993万6,000円の減、

１節療養給付費等現年度分5,333万9,000円の減に

つきましては、療養給付費等負担金の確定見込み

に伴う減額補正でございます。３節療養給付費等

過年度分1,340万3,000円につきましては、療養給

付費等負担金過年度分の確定見込みに伴う追加補

正でございます。 

 ５款療養給付費交付金、１項療養給付費交付金、

１目療養給付費交付金、補正額4,757万3,000円の

減、１節療養給付費現年度分交付金5,460万

1,000円の減につきましては、療養給付費現年度分

交付金の確定見込みに伴う減額補正でございま
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す。２節療養給付費過年度分交付金702万8,000円

につきましては、療養給付費過年度分交付金の確

定見込みに伴う追加補正でございます。 

 ６款前期高齢者交付金、１項前期高齢者交付金、

１目前期高齢者交付金、補正額664万9,000円の減、

１節前期高齢者交付金664万9,000円の減につきま

しては、前期高齢者交付金の確定見込みに伴う減

額補正でございます。 

 ８款共同事業交付金、１項共同事業交付金、２

目保険財政共同安定化事業交付金、補正額2,839万

2,000円の減、１節現年度分2,839万2,000円の減に

つきましては、保険財政共同安定化事業交付金の

確定見込みに伴う減額補正でございます。 

 ９款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金、補正額75万1,000円、１節一般会計繰入金

541万4,000円につきましては、一般会計繰入金の

確定見込みに伴う追加補正でございます。２節保

険基盤安定繰入金466万3,000円の減につきまして

は、保険税軽減分及び保険者支援分に対する保険

基盤安定繰入金の確定見込みに伴う減額補正でご

ざいます。 

 次のページをお開き願います。10款繰越金、１

項繰越金、１目繰越金、補正額100万円の減、１節

繰越金100万円の減につきましては、繰越金の確定

見込みに伴う減額補正でございます。 

 以上、報告第３号につきましてご説明を申し上

げましたので、よろしくご審議の上、ご承認を賜

りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇14番（大物 翔君） 歳入歳出それぞれ１ペー

ジ、２ページあたりで見ていきたいのですけれど

も、歳入歳出が大体赤字額が１億2,000万円程度で

あるという見通しだというお話だったのですけれ

ども、たしか昨年度、27年度が私の記憶で１億

3,000万円程度の赤字だったと記憶していまして、

そこから比べると1,000万円前後収支が一応数字

は改善しているのではないかなとは思うのですけ

れども、これはどういった部分が寄与して改善が

図られてきているのかなというところを伺いたい

と思います。 

〇保健課長（濱川龍一君） 14番、大物議員のご

質問にご答弁申し上げます。 

 昨年度に比べてどういった会計になっているの

かというご質問だと思いますけれども、28年度の

単年度収支につきましては、約1,500万円ほどの黒

字が見込まれてございます。そういったことでは、

理由といたしましては医療費の給付が下がったの

が主な原因かと思ってございますので、ご理解の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略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」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第３号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより報告第３号を採決いたします。 

 本案は、報告のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第３号 専決処分事項の承認を求

めることについては、報告のとおり承認すること

に決しました。 
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〇議長（中井寿夫君） 日程第６、報告第４号 専

決処分事項の承認を求めることについてを議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇保健課長（濱川龍一君） ただいま上程されま

した報告第４号につきまして、提案理由をご説明

申し上げます。 

 報告第４号につきましては、地方自治法第179条

第１項の規定に基づき専決処分を行いました平成

28年度余市町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）について、同条第３項の規定に基づき

報告し、承認を求めるものでございます。 

 今回の専決処分を行った補正予算の主な内容に

つきましては、歳出におきましては後期高齢者医

療広域連合への納付金及び事務の確定に伴う需用

費等の減額を行ったものであります。 

 また、歳入におきましては、後期高齢者医療保

険料及び一般会計繰入金等により収支均衡を図っ

たものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 報告第４号 専決処分事項の承認を求めること

について。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙専

決処分書のとおり処分したので、同条第３項の規

定により報告し、議会の承認を求める。 

 平成29年５月30日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分する。 

 平成29年３月31日、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 平成28年度余市町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第３号）。 

 平成28年度余市町の後期高齢者医療特別会計の

補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ237万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２億9,723万2,000円とする。 

 ２ 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。 

 初めに、歳出からご説明申し上げます。２ペー

ジをお開き願います。下段でございます。３、歳

出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費、補正額８万1,000円の減、11節需用費２万

6,000円の減、12節役務費５万5,000円の減につき

ましては、一般管理費の確定見込みに伴う減額補

正でございます。 

 １款総務費、２項徴収費、１目徴収費、補正額

33万4,000円の減、11節需用費10万6,000円の減、

12節役務費22万8,000円の減につきましては、徴収

費の確定見込みに伴う減額補正でございます。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期

高齢者医療広域連合納付金、１目後期高齢者医療

広域連合納付金、補正額195万7,000円の減、19節

負担金補助及び交付金195万7,000円の減につきま

しては、広域連合への事務費及び保険料等負担金

の確定見込みに伴う減額補正でございます。 

 次に、歳入についてご説明申し上げます。２ペ

ージをお開き願います。上段でございます。２、

歳入、１款後期高齢者医療保険料、１項後期高齢

者医療保険料、１目特別徴収保険料、補正額152万

6,000円の減、１節現年度分特別徴収保険料152万

6,000円の減につきましては、現年度分特別徴収保

険料の確定見込みに伴う減額補正でございます。 

 ２目普通徴収保険料、補正額78万2,000円、１節

現年度分普通徴収保険料223万5,000円につきまし

ては、現年度分普通徴収保険料の確定見込みに伴

う追加補正でございます。２節滞納繰越分普通徴

収保険料145万3,000円の減につきましては、滞納

繰越分普通徴収保険料の確定見込みに伴う減額補

正でございます。 
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 ３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目事務費

繰入金、補正額171万3,000円の減、１節事務費繰

入金171万3,000円の減につきましては、事務費及

び広域連合事務費繰入金の確定見込みに伴う減額

補正でございます。 

 ４款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

８万5,000円、１節繰越金８万5,000円につきまし

ては、繰越金の確定見込みに伴う追加補正でござ

います。 

 以上、報告第４号につきましてご説明を申し上

げましたので、よろしくご審議の上、ご承認賜り

ますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略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」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第４号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより報告第４号を採決いたします。 

 本案は、報告のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第４号 専決処分事項の承認を求

めることについては、報告のとおり承認すること

に決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第７、報告第５号 専

決処分事項の承認を求めることについてを議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇下水道課長（近藤 勉君） ただいま上程され

ました報告第５号につきまして、提案理由をご説

明申し上げます。 

 報告第５号につきましては、地方自治法第179条

第１項の規定に基づき専決処分をいたしました平

成28年度余市町公共下水道特別会計補正予算（第

４号）について、同条第３項の規定に基づき報告

し、承認を求めるものでございます。 

 今回専決処分を行いました補正予算の主な内容

といたしましては、歳出におきまして建設事業費、

施設管理費及び公債費の確定に伴う減額補正と財

源振りかえを行ったものであります。 

 また、歳入におきましては、下水道受益者負担

金について収納見込みと一般会計繰入金につきま

しては繰り出し基準額の確定による増額補正を行

い、また建設事業費の確定に伴う国庫補助金及び

町債の減額補正等を行い、予算の調整を行ったも

のであります。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 報告第５号 専決処分事項の承認を求めること

について。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙専

決処分書のとおり処分したので、同条第３項の規

定により報告し、議会の承認を求める。 

 平成29年５月30日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分する。 

 平成29年３月31日、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 平成28年度余市町公共下水道特別会計補正予算

（第４号）。 
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 平成28年度余市町の公共下水道特別会計の補正

予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ1,873万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ12億5,847万8,000円とす

る。 

 ２ 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。 

 （地方債の補正） 

 第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補

正」による。 

 歳出よりご説明を申し上げますので、５ページ

をお開き願います。上段をごらん願います。３、

歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管

理費は、一般会計繰入金確定に伴います財源の組

みかえでございます。 

 ２款事業費、１項公共下水道事業費、１目建設

事業費、補正額149万2,000円の減、11節需用費47万

9,000円の減につきましては、額の確定見込みによ

る減額であります。13節委託料15万2,000円の減、

15節工事請負費86万1,000円の減につきましては、

管渠整備事業の国庫補助対象事業費等の確定見込

みによる減額であります。 

 次のページ、６ページをお開き願います。２目

施設管理費、補正額1,626万8,000円の減、11節需

用費875万5,000円の減、13節委託料487万1,000円

の減、14節使用料及び賃借料10万5,000円の減、

15節工事請負費220万円の減、16節原材料費23万円

の減、18節備品購入費10万7,000円の減につきまし

ては、各経費の額の確定見込みによる減額であり

ます。 

 ７ページをごらん願います。３款公債費、１項

公債費、１目元金は、起債借入額の確定に伴いま

す財源の組みかえでございます。 

 ２目利子、補正額97万6,000円の減、23節償還金

利子及び割引料97万6,000円の減につきましては、

一時借入金利子の額の確定見込みによる減額であ

ります。 

 次に、歳入についてご説明申し上げますので、

３ページをお開き願います。３ページの上段をご

らん願います。２、歳入、１款分担金及び負担金、

１項負担金、１目下水道受益者負担金、補正額

342万5,000円、１節下水道受益者負担金342万

5,000円につきましては、収納見込みによる増額で

あります。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道

事業費国庫補助金、補正額20万1,000円の減、１節

公共下水道事業費国庫補助金20万1,000円の減に

つきましては、国庫補助対象事業費の確定による

減額であります。 

 ５款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会

計繰入金、補正額1,426万7,000円、１節一般会計

繰入金1,426万7,000円につきましては、平成28年

度の繰り出し基準額の確定に伴う基準内繰入金の

増額補正を行うものであります。 

 次のページ、４ページをお開き願います。上段

をごらん願います。６款繰越金、１項繰越金、１

目繰越金、補正額205万5,000円、１節繰越金205万

5,000円につきましては、建設事業費の確定見込み

による公共下水道国庫補助金及び公共下水道事業

債の減額に伴い、繰越金に財源を求めたものであ

ります。 

 ７款諸収入、２項雑入、１目雑入、補正額１万

8,000円、１節雑入１万8,000円につきましては、

ポンプ場設備更新工事により発生いたしました撤

去機材の鋼材スクラップ等の売払収入でありま

す。 

 ８款町債、１項町債、１目公共下水道事業債、

補正額3,830万円の減、１節公共下水道事業債

3,830万円の減につきましては、起債対象事業費の

確定及び資本費平準化債並びに特別措置分の借入

額の確定による減額でございます。 
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 次に、地方債補正につきましてご説明いたしま

すので、２ページ上段をごらん願います。第２表、

地方債補正、１、変更、起債の目的、公共下水道

事業債、補正前限度額４億1,080万円、補正後限度

額３億7,250万円。地方債の補正につきましては、

起債対象事業債及び資本費平準化債並びに特別措

置分の借入額の確定による変更でございます。 

 以上、報告第５号につきましてご説明を申し上

げましたので、よろしくご審議の上、ご承認賜り

ますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略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」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第５号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより報告第５号を採決いたします。 

 本案は、報告のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第５号 専決処分事項の承認を求

めることについては、報告のとおり承認すること

に決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第８、議案第１号 平

成29年度余市町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇保健課長（濱川龍一君） ただいま上程されま

した議案第１号 平成29年度余市町国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）につきまして、提案

理由をご説明申し上げます。 

 今回ご提案申し上げました補正予算は、平成

28年度の当会計の決算見込みにおきまして歳出に

対し歳入で不足額が見込まれることになったこと

から、地方自治法施行令第166条の２の規定に基づ

き、この不足額について平成29年度の当会計から

繰り上げ充用を行うべく歳入歳出予算の補正計上

を行うものでございます。 

 現時点におきます平成28年度の決算見込みにつ

きましては、先ほど報告第３号で申し上げました

とおり、歳出では約32億2,000万円程度で確定する

見込みでございますが、これに対し歳入では約

31億円程度と見込まれ、約１億2,000万円程度が最

終的に歳入不足となる見込みでございます。した

がいまして、この決算処理に当たり、当該不足見

込み分について平成29年度の歳入歳出予算に計上

した上で、平成28年度へ繰り上げ充用を行うべく

今回ご提案いたしたものであります。 

 なお、この繰り上げ充用に要する財源といたし

ましては、国庫支出金の特別調整交付金に求めて

歳入歳出の均衡を図ったものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第１号 平成29年度余市町国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）。 

 平成29年度余市町の国民健康保険特別会計の補

正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ１億2,000万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ33億8,200万円とする。 

 ２ 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
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額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成29年５月30日提出、余市町長、嶋  保。 

 初めに、歳出からご説明申し上げます。２ペー

ジをお開き願います。中段でございます。３、歳

出、12款前年度繰上充用金、１項前年度繰上充用

金、１目前年度繰上充用金、補正額１億2,000万円、

22節補償補填及び賠償金１億2,000万円につきま

しては、平成28年度の決算見込みにおきまして歳

入に不足額が見込まれることから、平成28年度へ

繰り上げ充用を行うべく補正計上でございます。 

 次に、歳入についてご説明を申し上げます。本

ページの上段でございます。２、歳入、４款国庫

支出金、２項国庫補助金、１目財政調整交付金、

補正額１億2,000万円、２節特別調整交付金１億

2,000万円につきましては、繰り上げ充用に要しま

す財源を特別調整交付金に求める補正計上でござ

います。 

 以上、議案第１号につきましてご説明を申し上

げましたので、よろしくご審議の上、ご決定を賜

りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略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」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第１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」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号 平成29年度余市町国民健

康保険特別会計補正予算（第１号）は、原案のと

おり可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第９、議案第２号 余

市町個人情報保護条例及び余市町行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情

報の提供に関する条例の一部を改正する条例案を

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇総務課長（須貝達哉君） ただいま上程されま

した議案第２号 余市町個人情報保護条例及び余

市町行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の

利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部

を改正する条例案につきまして、その提案理由を

ご説明申し上げます。 

 このたびご提案申し上げます余市町個人情報保

護条例及び余市町行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例の一部を改正する条例案につきましては、

平成27年９月９日に公布されました個人情報の保

護に関する法律及び行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律の一

部を改正する法律（平成27年法律第65号）が平成

29年５月30日から全面施行されることに伴い、当

該法律の条項を引用してございます余市町個人情

報保護条例、さらには余市町行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例につきましても引用しておりま
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す条項の移動や字句の整理等が必要となりますこ

とから、所要の改正を行おうとするものでござい

ます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第２号 余市町個人情報保護条例及び余市

町行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利

用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例案。 

 余市町個人情報保護条例及び余市町行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個

人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

を次のとおり制定する。 

 平成29年５月30日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町個人情報

保護条例及び余市町行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部を改正する条例。 

 （余市町個人情報保護条例の一部改正） 

 第１条 余市町個人情報保護条例（平成12年余

市町条例第32号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第７号中「第２項」の次に「（これらの

規定を番号法第26条において準用する場合を含

む。以下同じ。）」を加える。 

 第15条第１号中「第12条各号」を「第13条各号」

に改める。 

 第23条の２第１項中「、第22条第３項の規定に

かかわらず」を削り、「又は情報提供者（当該情

報提供等記録」を「若しくは情報提供者又は同条

第８号に規定する条例事務関係情報照会者若しく

は条例事務関係情報提供者（当該訂正に係る番号

法第23条第１項及び第２項に規定する記録」に改

める。 

 第23条の４第１号中「第28条」を「第29条」に

改める。 

 （余市町行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律に基づく個人

番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部改正） 

 第２条 余市町行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例（平成27年余市町条例第35号）の一部を次

のように改正する。 

 第１条及び第５条第１項中「第19条第９号」を

「第19条第10号」に改める。 

 附則 

 この条例は、平成29年５月30日から施行する。 

 以上、議案第２号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議、ご決定

賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして新旧対照表を添

付してございますので、ご高覧賜りますようお願

い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略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」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第２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
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ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号 余市町個人情報保護条例

及び余市町行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律に基づく個人

番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決さ

れました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第10、議案第３号 町

有財産の取得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。 

〇総務課長（須貝達哉君） ただいま上程されま

した議案第３号 町有財産の取得について、提案

理由をご説明申し上げます。 

 現在所有の圧雪車につきましては、冬期のジャ

ンプ台及びクロスカントリーコース、町民スキー

大会のジャイアントスラロームコース整備と町内

小中学校のグラウンドで行われるイベントやスキ

ー授業のためのグラウンドの整備に使用してまい

りました。しかしながら、平成７年の購入から既

に20年が経過し、老朽化が著しいことから、今後

も引き続きジャンプ競技や冬季スポーツ競技のコ

ース整備を目的として圧雪車を取得するものでご

ざいます。つきましては、去る５月16日、仮契約

を行いましたので、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定

により議会の議決を求めるべくご提案申し上げる

次第でございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第３号 町有財産の取得について。 

 次のとおり、圧雪車を取得したいので、議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（昭和39年余市町条例第15号）第３条の

規定により議会の議決を求める。 

 平成29年５月30日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 記。 

 １、取得の目的、圧雪車取得。 

 ２、財産の取得の種類及び数量、圧雪車１台。 

 ３、取得の方法、指名競争入札。 

 ４、取得の価格、一金2,477万5,200円也。 

 ５、取得の相手方、東京都千代田区内神田１丁

目４番２号、スノーシステムズ株式会社取締役社

長、大久保雅史。 

 以上、議案第３号につきまして提案理由のご説

明を申し上げましたので、よろしくご審議、ご決

定賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料を添付してございますので、ご

高覧賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇12番（庄 巖龍君） ２点ほどお聞きします。 

 まず、どちらのほうにこちらの圧雪車のほうを

保管されるのかということをお聞きいたします。 

 それとあわせまして、これは１年間ランニング

コストどのぐらいかかっているものでしょうか。

その２点よろしくお願いいたします。 

〇社会教育課長（松井正光君） 12番、庄議員か

らの圧雪車にかかわりまして２点ほどご質問にご

答弁申し上げます。 

 １点目の保管場所につきましては、現在まで使

っておりました圧雪車が役場の上の車庫がござい

ますので、そちらに夏場は保管するということに

なります。冬の間は、ジャンプ台のところに置き

まして、できるだけシートをかけるなどして保管

するという形で使用してまいります。 

 あと、ジャンプ台のランニングコストですが、

大体年間400万円ほど経費かかってございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略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」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第３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」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号 町有財産の取得について

は、原案のとおり可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 以上で本日の日程は全て

終了いたしました。 

 よって、会議を閉じます。 

 これをもって平成29年余市町議会第３回臨時会

を閉会いたします。 

閉 会 午後 １時４３分 
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