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平成２９年余市町議会第４回定例会会議録（第１号）

開 会  午前１０時００分 

延 会  午後 ２時４２分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２９年１２月１４日（木曜日）     

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開 会             

平成２９年１２月１４日（木曜日）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 

  議 事 係 長  枝 村   潤 

  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          

      行政報告             

  第 ３ 平成２９年余市町議会第３回定例会 

      付託 認定第 １号 平成２８年度 

      余市町水道事業会計決算認定につい 

      て（平成２８年度余市町水道事業会 

      計決算特別委員会審査結果報告）  

  第 ４ 平成２９年余市町議会第５回臨時会 

      付託 認定第 １号 平成２８年度 

      余市町一般会計歳入歳出決算認定に 

      ついて              

  第 ５ 認定第 ２号 平成２８年度余市町 

      介護保険特別会計歳入歳出決算認定 

      について             

  第 ６ 認定第 ３号 平成２８年度余市町 

      国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

      認定について           

  第 ７ 認定第 ４号 平成２８年度余市町 

      後期高齢者医療特別会計歳入歳出決 

      算認定について          

  第 ８ 認定第 ５号 平成２８年度余市町 

      公共下水道特別会計歳入歳出決算認 

      定について（以上５件、平成２８年 

      度余市町各会計決算特別委員会審査 

      結果報告）            

  第 ９ 議案第 １号 平成２９年度余市町 

      一般会計補正予算（第６号）    

  第１０ 議案第 ２号 平成２９年度余市町 

      介護保険特別会計補正予算（第３号） 

  第１１ 議案第 ３号 平成２９年度余市町 

      国民健康保険特別会計補正予算（第 

      ２号）              

  第１２ 議案第 ４号 平成２９年度余市町 

      公共下水道特別会計補正予算（第２ 

      号）               

  第１３ 議案第 ５号 平成２９年度余市町 

      水道事業会計補正予算（第１号）  

  第１４ 議案第 ７号 余市町職員給与条例 

      の一部を改正する条例案      

  第１５ 議案第１４号 余市町議会議員の議 

      員報酬及び費用弁償等に関する条例 

      の一部を改正する条例案      

  第１６ 議案第１５号 余市町特別職の職員 

      の給与及び旅費並びにその支給方法 

      に関する条例及び余市町教育長の給 

      与及び勤務時間等に関する条例の一 

      部を改正する条例案        

  第１７ 一般質問             

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４回定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は18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。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 今期定例会に提出されました案件は、委員会審

査結果報告６件、議案15件、他に一般質問と議長

の諸般報告並びに行政報告です。 

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。 
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 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14番、大物議員、議席番号15番、中

谷議員、議席番号16番、藤野議員、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。 

〇16番（藤野博三君） 平成29年余市町議会第４

回定例会開催に当たり、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

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。 

 今期定例会に提出されました案件は、委員会審

査結果報告６件、議案15件、一般質問は11名によ

ります15件、他に議長の諸般報告と行政報告でご

ざいます。 

 会期につきましては、本日より12月21日までの

８日間と決定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。 

 平成29年余市町議会第３回定例会付託にかかわ

る日程第３、認定第１号 平成28年度余市町水道

事業会計決算認定についてにつきましては、平成

28年度余市町水道事業会計決算特別委員会審査結

果報告でありますので、即決にてご審議いただく

ことに決しました。 

 平成29年余市町議会第５回臨時会付託にかかわ

る日程第４、認定第１号 平成28年度余市町一般

会計歳入歳出決算認定について、日程第５、認定

第２号 平成28年度余市町介護保険特別会計歳入

歳出決算認定について、日程第６、認定第３号 平

成28年度余市町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算認定について、日程第７、認定第４号 平成28年

度余市町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について、日程第８、認定第５号 平成28年度

余市町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、以上５件につきましては、それぞれ関連が

ございますので、一括上程の上、平成28年度余市

町各会計決算特別委員会審査結果報告であります

ので、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１号 平成29年度余市町一般

会計補正予算（第６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10、議案第２号 平成29年度余市町介護

保険特別会計補正予算（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11、議案第３号 平成29年度余市町国民

健康保険特別会計補正予算（第２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12、議案第４号 平成29年度余市町公共

下水道特別会計補正予算（第２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13、議案第５号 平成29年度余市町水道

事業会計補正予算（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14、議案第７号 余市町職員給与条例の

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15、議案第14号 余市町議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例案、日程第16、議案第15号 余市町特別職

の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関す

る条例及び余市町教育長の給与及び勤務時間等に

関する条例の一部を改正する条例案、以上２件に

つきましては、それぞれ関連がございますので、

一括上程の上、即決にてご審議いただくことに決
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しました。 

 日程第17、一般質問は、11名による15件です。 

 日程第18、議案第６号 余市町自治基本条例案

につきましては、議長を除く議員17名で構成する

余市町自治基本条例審査特別委員会を設置し、付

託することに決しました。 

 日程第19、議案第８号 余市町職員の育児休業

等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20、議案第９号 余市町国営土地改良事

業負担金等の徴収に関する条例の一部を改正する

条例案、日程第21、議案第10号 余市町営土地改

良事業経費等の賦課徴収に関する条例の一部を改

正する条例案、以上２件につきましては、それぞ

れ関連がございますので、一括上程の上、即決に

てご審議いただくことに決しました。 

 日程第22、議案第11号 余市町の都市公園及び

公園施設の設置に関する基準を定める条例の一部

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23、議案第12号 第４次余市町総合計画

の変更についてにつきましては、議長を除く議員

17名で構成する第４次余市町総合計画審査特別委

員会を設置し、閉会中といえども審査、調査ので

きることをつけ加え、付託することに決しました。 

 日程第24、議案第13号 権利の放棄についてに

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。 

 なお、追加案件もあると伺っておりますので、

それらの案件が提出されました時点で議会運営委

員会を開催し、その結果をご報告申し上げます。 

 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、今期定例会の会期は本日から21日まで

の８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」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、今期定例会の会期は本日から21日まで

の８日間と決定いたしました。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、お手

元にご通知いたしました案のとおりでありますの

で、ご了承願います。 

（「議事進行」の声あり） 

〇２番（吉田 豊君） 関係の書類が机上に配付

されていないので、若干時間をいただきたいと、

そういうふうに思います。 

〇議長（中井寿夫君） 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時１０分 

再開 午前１０時１６分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、お手

元にご通知いたしました案のとおりでありますの

で、ご了承願います。 

 なお、今期定例会は、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11月21日、後志町村議会議長会によ
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る北海道横断自動車道の早期整備に関する要望活

動が実施され、お手元に配付の内容のとおり関係

省庁、道内選出国会議員に要請してまいりました

ので、ご報告いたします。 

 次に、去る11月22日、東京ＮＨＫホールにおい

て開催されました第61回町村議会議長全国大会、

あわせて第42回豪雪地帯町村議会議長全国大会に

出席しました。大会には来賓として大島衆議院議

長、小倉総務大臣政務官、唐澤地方創生総括官、

竹下自由民主党総務会長、荒木全国町村会長、他

に各地方選出国会議員を迎え、お手元に配付の大

会決議並びに特別決議等を採択しましたことをご

報告申し上げます。なお、それぞれの詳細につき

ましては、関係書類を事務局に保管してあります

ので、必要な場合ごらんいただきたいと思います。 

 以上で諸般報告を終わります。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、町長から申し出の

ありました行政報告について発言を許します。 

〇町長（嶋  保君） 余市町指定金融機関の指

定について行政報告を申し上げます。 

 昭和54年余市町議会第１回臨時会でご決定賜

り、余市町指定金融機関に指定いたしました北海

信用金庫が平成30年１月１日付をもって現札幌信

用金庫及び小樽信用金庫と合併する通知を受けて

おります。合併の形態といたしましては、札幌信

用金庫を存続金庫とし、北海信用金庫及び小樽信

用金庫は解散するものであり、北海信用金庫及び

小樽信用金庫の一切の権利義務及び財産は札幌信

用金庫に引き継がれ、新金庫名を北海道信用金庫

とするものであります。 

 指定金融機関の指定に当たっては、地方自治法

施行令第168条第２項の規定により議会の議決を

要するものでありますが、合併後の取り扱いにつ

きましては、北海道信用金庫が権利義務について

承継し、指定行為に基づき締結された指定契約に

よる権利義務も合併に伴い承継されることから、

改めて議会の議決は要しないと解されるところで

あり、北海道財務局長の合併認可後に覚書により

再確認の上、北海道信用金庫を本町の指定金融機

関として指定するものでございます。また、水道

事業会計におきましても北海信用金庫を出納取り

扱い金融機関として指定しており、地方公営企業

法第27条ただし書きに基づき、町と同様に北海道

財務局長の認可後において北海道信用金庫を余市

町水道事業出納取り扱い金融機関に指定するもの

でございます。 

 町といたしましては、合併に伴う事務処理を円

滑に進めるとともに、法令に基づく告示のほか、

町広報などにより町民へ周知してまいるものでご

ざいます。 

 以上、余市町指定金融機関の指定についての行

政報告といたします。 

〇議長（中井寿夫君） 以上で町長からの行政報

告を終わります。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、平成29年第３回定

例会において付託にかかわる日程第３、認定第１

号 平成28年度余市町水道事業会計決算認定につ

いてを議題といたします。 

 この際、平成28年度余市町水道事業会計決算特

別委員会委員長から審査結果の報告を求めます。 

〇１番（野呂栄二君） ただいま上程されました

平成29年余市町議会第３回定例会において平成

28年度余市町水道事業会計決算特別委員会設置付

託にかかわる認定第１号 平成28年度余市町水道

事業会計決算認定について、その審査の経過並び

に結果につきましてご報告申し上げます。 

 本特別委員会は、平成29年９月20日開催の本会

議終了後、第１回目の委員会を開催し、正副委員

長の選任が行われた結果、委員長に不肖私野呂が、

副委員長に大物委員が選任されました。 

 実質審議につきましては、平成29年11月９日、

１日間で審議を終えた次第であります。なお、委
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員の出席及び説明員の出席状況につきましては、

お手元にご配付の委員会審査結果報告書に記載の

とおりであります。また、審査の経過につきまし

ては、議長並びに議会選出の監査委員を除く議員

全員で構成する特別委員会でありますので、省略

させていただきます。 

 審査の結果についてご報告申し上げます。認定

第１号 平成28年度余市町水道事業会計決算認定

については、採決の結果、起立多数で原案のとお

り認定することに決しました。 

 以上、慎重審査をいただき結論を得ましたこと

をご報告申し上げ、審査結果の報告といたします。 

〇議長（中井寿夫君） 委員長の報告が終わりま

した。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 認定第１号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより認定第１号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするも

のです。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、認定第１号 平成28年度余市町水道事

業会計決算認定については、委員長の報告のとお

り認定されました。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、平成29年第５回臨

時会において付託にかかわる日程第４、認定第１

号 平成28年度余市町一般会計歳入歳出決算認定

について、日程第５、認定第２号 平成28年度余

市町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て、日程第６、認定第３号 平成28年度余市町国

民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、

日程第７、認定第４号 平成28年度余市町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、日

程第８、認定第５号 平成28年度余市町公共下水

道特別会計歳入歳出決算認定についての以上５件

を一括議題といたします。 

 この際、平成28年度余市町各会計決算特別委員

会委員長から審査結果の報告を求めます。 

〇18番（溝口賢誇君） ただいま上程されました

平成29年余市町議会第５回臨時会において、平成

28年度余市町各会計決算特別委員会設置付託にか

かわる認定５件について、その審査経過並びに結

果につきましてご報告申し上げます。 

 本特別委員会は、平成29年11月７日開催の本会

議終了後、第１回目の委員会を開催し、正副委員

長の選任が行われた結果、委員長に不肖私溝口が、

副委員長に近藤委員が選任されました。 

 なお、委員会の開催日、委員の出席及び説明員

の出席状況につきましては、お手元にご配付の委

員会審査結果報告書に記載のとおりであります。

また、審査の経過につきましては、議長並びに議

会選出の監査委員を除く議員全員で構成する特別

委員会でありますので、省略させていただきます。 

 審査の結果についてご報告申し上げます。まず、

認定第１号 平成28年度余市町一般会計歳入歳出

決算認定については、採決の結果、全会一致で原

案のとおり認定することに決しました。 

 次に、認定第２号 平成28年度余市町介護保険

特別会計歳入歳出決算認定については、採決の結

果、起立多数で原案のとおり認定することに決し

ました。 

 次に、認定第３号 平成28年度余市町国民健康

保険特別会計歳入歳出決算認定については、採決

の結果、起立多数で原案のとおり認定することに

決しました。 

 次に、認定第４号 平成28年度余市町後期高齢
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者医療特別会計歳入歳出決算認定については、採

決の結果、起立多数で原案のとおり認定すること

に決しました。 

 次に、認定第５号 平成28年度余市町公共下水

道特別会計歳入歳出決算認定については、採決の

結果、全会一致で原案のとおり認定することに決

しました。 

 以上、慎重審査をいただき結論を得ましたこと

をご報告申し上げ、審査結果の報告といたします。 

〇議長（中井寿夫君） 委員長の報告が終わりま

した。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 まず、認定第１号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより認定第１号を採決いたします。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするも

のです。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定すること

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、認定第１号 平成28年度余市町一般会

計歳入歳出決算認定については、委員長の報告の

とおり認定されました。 

 次に、認定第２号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより認定第２号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするも

のです。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、認定第２号 平成28年度余市町介護保

険特別会計歳入歳出決算認定については、委員長

の報告のとおり認定されました。 

 次に、認定第３号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより認定第３号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするも

のです。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、認定第３号 平成28年度余市町国民健

康保険特別会計歳入歳出決算認定については、委

員長の報告のとおり認定されました。 

 次に、認定第４号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより認定第４号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするも

のです。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、認定第４号 平成28年度余市町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算認定については、

委員長の報告のとおり認定されました。 

 次に、認定第５号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより認定第５号を採決いたします。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするも
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のです。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定すること

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、認定第５号 平成28年度余市町公共下

水道特別会計歳入歳出決算認定については、委員

長の報告のとおり認定されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第９、議案第１号 平

成29年度余市町一般会計補正予算（第６号）を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（嶋  保君） ただいま上程されました

議案第１号 平成29年度余市町一般会計補正予算

（第６号）について、その概要をご説明申し上げ

ます。 

 今回ご提案いたします補正予算につきまして

は、人事院勧告に基づく給与改定及び人事異動等

による人件費の整理と支給決定者の増加に伴う障

害福祉サービス費等給付費の増額、さらに私立保

育園等の入園児童の増加等に伴う教育・保育給付

費負担金の増額補正計上を行ったものでありま

す。 

 次に、ただいま申し上げました以外の各款にお

ける主な補正内容について歳出からご説明申し上

げます。総務費におきましては、寄附に伴う基金

への積立金とふるさと納税取扱業務委託料等の増

額、さらに社会保障・税番号制度の改正に係るシ

ステム改修委託料の補正計上を行ったものでござ

います。 

 民生費におきましては、障害者自立支援システ

ムの導入に伴う委託料の追加と介護保険特別会計

繰出金の増額補正計上を行ったものでございま

す。 

 衛生費におきましては、北後志の救急医療体制

維持のための余市協会病院に対する補助金の補正

計上を行ったものでございます。 

 商工費におきましては、補助申請件数の増加に

伴う既存店舗改修支援事業補助金の増額と余市町

中小企業振興条例に基づく中小企業振興事業補助

金の補正計上を行ったものでございます。 

 土木費におきましては、町営住宅山田団地の浄

化槽稼働に係る維持管理委託料の補正計上を行っ

たものでございます。 

 教育費におきましては、各小中学校の燃料費の

増額と新入学児童生徒に対する就学援助費の年度

内支給実施に伴う増額補正計上を行ったものでご

ざいます。 

 公債費におきましては、借り入れ条件の確定等

に伴う長期債償還元金の増額と長期債償還利子の

減額補正計上を行ったものでございます。 

 次に、歳入についてご説明いたします。歳入に

つきましては、国、道支出金等の特定財源に求め

るとともに、必要となる一般財源については繰越

金等に財源を求め、歳出との均衡を図ったもので

ございます。 

 この結果、今回の補正予算額２億4,303万

9,000円を既定予算に追加した予算総額は87億

7,337万3,000円と相なった次第でございます。 

 以上、今回ご提案いたしました補正予算（第６

号）について、その概要をご説明申し上げました

が、詳細につきましては担当課長よりご説明申し

上げますので、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。 

〇財政課長（髙橋伸明君） 議案第１号 平成29年

度余市町一般会計補正予算（第６号）。 

 平成29年度余市町の一般会計の補正予算（第６

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２億4,303万9,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ87億7,337万3,000円とす

る。 
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 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。 

 平成29年12月14日提出、余市町長、嶋  保。 

 歳出からご説明申し上げます。５ページをお開

き願います。下段でございます。歳出のうち各款、

各目に計上の２節給料から４節共済費までにつき

ましては、人事院勧告並びに職員の人事異動に伴

います経費の追加及び減額と負担率の変更に伴う

共済費の増減について整理したものでございま

す。つきましては、職員の人件費の整理というこ

とで説明は省略させていただきます。 

 ３、歳出、１款議会費、１項議会費、１目議会

費、補正額148万7,000円の減につきましては、人

件費の整理でございます。 

 次のページをお開き願います。２款総務費、１

項総務管理費、１目一般管理費、補正額1,127万円

の減につきましては、人件費の整理でございます。 

 ４目財産管理費、補正額1,227万5,000円、25節

積立金1,227万5,000円につきましては、寄附によ

る社会福祉施設等建設基金積立金47万7,000円、余

市町ふるさと応援寄附金基金積立金1,179万

3,000円、図書整備基金積立金5,000円の計上でご

ざいます。 

 ５目企画費、補正額719万8,000円につきまして

は、ふるさと納税に係る経費として12節役務費９

万8,000円、13節委託料710万円の追加計上でござ

います。 

 ２款総務費、２項徴税費、１目税務総務費、補

正額423万円につきましては、人件費の整理でござ

います。 

 ２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸

籍住民基本台帳費、補正額193万4,000円の減、２

節給料から４節共済費までにつきましては、人件

費の整理でございます。13節委託料276万円につき

ましては、住民基本台帳ネットワークシステム改

修委託料の計上でございます。23節償還金利子及

び割引料4,000円につきましては、平成28年度通知

カード・個人番号カード交付事業費補助金返還金

の計上でございます。 

 ２款総務費、４項選挙費、１目選挙管理委員会

費、補正額５万5,000円につきましては、人件費の

整理でございます。 

 ２款総務費、５項統計調査費、１目統計調査費、

補正額19万4,000円につきましては、人件費の整理

でございます。 

 次のページをお開き願います。２款総務費、６

項監査委員費、１目監査委員費、補正額５万

6,000円につきましては、人件費の整理でございま

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2,296万円につきましては、人件費の

整理でございます。 

 ６目心身障害者対策費、補正額１億1,951万

9,000円、13節委託料472万9,000円につきまして

は、利用時間数の増に伴う地域生活支援事業委託

料32万9,000円と障害者自立支援システム導入委

託料440万円の計上でございます。20節扶助費１億

1,479万円につきましては、支給決定の増に伴いま

す更生医療給付助成費884万2,000円、障害福祉サ

ービス費等給付費7,689万円、障害児給付費

2,905万8,000円の追加計上でございます。 

 10目介護保険費、補正額88万2,000円、28節繰出

金88万2,000円につきましては、介護保険特別会計

繰出金の追加計上でございます。 

 ３款民生費、２項児童福祉費、２目児童措置費、

補正額5,596万5,000円、19節負担金補助及び交付

金5,596万5,000円につきましては、給付対象者の

増に伴う教育・保育給付費負担金5,501万5,000円、

保育所広域入所市町村負担金95万円の追加計上で

ございます。 

 ３目町立保育所費、補正額825万3,000円の減に

つきましては、人件費の整理でございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総
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務費、補正額2,141万円、２節給料から４節共済費

までにつきましては、人件費の整理でございます。

19節負担金補助及び交付金1,746万1,000円につき

ましては、余市協会病院救急医療体制維持補助金

の計上でございます。 

 ６目保健師設置費、補正額12万4,000円の減につ

きましては、人件費の整理でございます。 

 ９目後期高齢者医療費、補正額63万1,000円、

19節負担金補助及び交付金63万1,000円につきま

しては、過年度精算に係る療養給付費負担金の追

加計上でございます。 

 ５款労働費、１項労働諸費、１目労働諸費、補

正額136万5,000円につきましては、人件費の整理

でございます。 

 次のページをお開き願います。６款農林水産業

費、１項農業費、１目農業委員会費、補正額61万

1,000円につきましては、人件費の整理でございま

す。 

 ２目農業総務費、補正額337万3,000円につきま

しては、人件費の整理でございます。 

 ７目農村体験交流施設費、補正額３万円、18節

備品購入費３万円につきましては、寄附に伴いま

す備品購入費の計上でございます。 

 ６款農林水産業費、３項水産業費、１目水産業

総務費、補正額211万8,000円の減につきましては、

人件費の整理でございます。 

 ７款商工費、１項商工費、１目商工総務費、補

正額23万円の減につきましては、人件費の整理で

ございます。 

 ２目商工振興費、補正額389万7,000円、19節負

担金補助及び交付金389万7,000円につきまして

は、商店街街路灯設置事業補助金100万円、既存店

舗改修支援事業補助金230万円、中小企業振興事業

補助金59万7,000円の計上でございます。 

 次のページをお開き願います。８款土木費、１

項土木管理費、１目土木総務費、補正額1,318万

9,000円につきましては、人件費の整理でございま

す。 

 ８款土木費、２項道路橋りょう費、２目冬期除

雪対策費、補正額375万8,000円、２節給料から７

節賃金までにつきましては、人件費の整理と除雪

に係る超過勤務手当、賃金の追加計上でございま

す。 

 ８款土木費、６項住宅費、１目住宅管理費、補

正額11万5,000円、13節委託料11万5,000円につき

ましては、町営住宅山田団地に設置されました浄

化槽の維持管理委託料の計上でございます。 

 ９款消防費、１項消防費、１目常備消防費、補

正額135万4,000円、19節負担金補助及び交付金

135万4,000円につきましては、人件費の整理に係

る負担金の計上でございます。 

 10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費、

補正額501万3,000円につきましては、人件費の整

理でございます。 

 10款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、

補正額491万5,000円、２節給料から４節共済費ま

でにつきましては、人件費の整理でございます。

11節需用費400万円につきましては、燃料費の追加

計上でございます。 

 ２目教育振興費、補正額30万円、20節扶助費30万

円につきましては、来年度の新入学児童に対する

準要保護児童援助費の年度内支給実施に伴う補正

計上でございます。 

 10款教育費、３項中学校費、１目学校管理費、

補正額200万2,000円、２節給料から４節共済費ま

でにつきましては、人件費の整理でございます。

11節需用費150万円につきましては、燃料費の追加

計上でございます。 

 ２目教育振興費、補正額120万円、20節扶助費

120万円につきましては、来年度の新入学生徒に対

する準要保護生徒援助費の年度内支給実施に伴う

補正計上でございます。 

 10款教育費、４項社会教育費、１目社会教育総

務費、補正額876万5,000円の減につきましては、
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人件費の整理でございます。 

 ２目中央公民館総務費、補正額50万円、11節需

用費50万円につきましては、光熱水費の追加計上

でございます。 

 11款公債費、１項公債費、１目元金、補正額214万

7,000円、２目利子、補正額1,192万4,000円の減に

つきましては、変動金利により借り入れた長期債

のうち、本年度見直し分に係る償還元金の増と利

子の減額、また平成28年度借り入れ分の利子の確

定によります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。

３ページをお開き願います。中段でございます。

２、歳入、12款分担金及び負担金、１項負担金、

１目民生費負担金、補正額295万6,000円、１節児

童福祉負担金、補正額295万6,000円につきまして

は、入所者数の増に伴う私立保育所利用者負担金

の計上でございます。 

 13款使用料及び手数料、１項使用料、７目土木

使用料、補正額３万円、５節住宅使用料３万円に

つきましては、町営住宅山田団地の浄化槽設置に

伴う浄化槽使用料の補正計上でございます。 

 次のページをお開き願います。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

8,291万1,000円、２節児童福祉費国庫負担金

2,551万6,000円につきましては、歳出における教

育・保育給付費負担金の増に伴う国庫負担金の計

上でございます。４節身体障害者福祉施設費国庫

負担金5,739万5,000円につきましては、歳出にお

ける更生医療給付助成費、障害福祉サービス費等

給付費、障害児給付費の増加に伴う国庫負担金の

計上でございます。 

 14款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費

国庫補助金、補正額276万円、１節総務費国庫補助

金276万円につきましては、社会保障・税番号制度

システム整備費補助金の計上でございます。 

 ２目民生費国庫補助金、補正額236万4,000円、

１節社会福祉費国庫補助金236万4,000円につきま

しては、地域生活支援事業費補助金16万4,000円、

障害者総合支援事業費補助金220万円の計上でご

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4,295万2,000円、２節児童福祉費道

負担金1,425万6,000円、５節身体障害者福祉施設

費道負担金2,869万6,000円につきましては、国庫

負担金同様歳出の増加に伴う道負担金の増額計上

でございます。 

 15款道支出金、２項道補助金、２目民生費道補

助金、補正額８万2,000円、１節社会福祉費道補助

金８万2,000円につきましては、市町村地域生活支

援事業費補助金の計上でございます。 

 17款寄附金、１項寄附金、２目総務費寄附金、

補正額1,179万3,000円、１節総務費寄附金1,179万

3,000円につきましては、余市町ふるさと応援寄附

金でございます。寄附者のご芳名を申し上げます。

チャリティープロレス実行委員会様から１万

1,553円、町外在住、鈴木清己様、守屋真吾様、秋

山達生様、藤大宣長様、岡本邦裕様、堂黒正樹様、

先名ふさ子様からそれぞれ１万円、小菅真理様１

万1,000円、田鎖健一様、稲見朋之様、芝山雄二様

からそれぞれ１万2,000円、山村輝様１万3,000円、

坂井田健一様、秋山裕明様、加藤節雄様からそれ

ぞれ１万5,000円、小倉広和様１万7,000円、西村

亮太郎様、森本成信様からそれぞれ１万8,000円、

バック・トゥ・ザ・ヨイチャー実行委員会様２万

円、梶原崇寛様２万3,000円、神津由美様２万

5,000円、飯沼義博様、井上勝様、二條優介様から

それぞれ３万円、内田智也様３万5,000円、古澤周

一様４万円、松島嘉広様８万円、西山政市様、樋

田繁治郎様、楠貢様からそれぞれ10万円、佐々木

優様10万5,000円、広瀬英明様15万円のほか、公表

を希望されない町外449名の方々から1,068万

5,000円でございます。 

 ３目民生費寄附金、補正額47万7,000円、１節民

生費寄附金47万7,000円につきましては、社会福祉
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寄附金でございます。寄附者のご芳名を申し上げ

ます。小田正春様から10万円、北海信用金庫一樹

会様から26万758円、余市菊花同好会様から１万

6,000円、古木喜一郎様から10万円でございます。 

 ４目教育費寄附金、補正額5,000円、１節教育費

寄附金5,000円につきましては、匿名を希望される

方より図書館図書購入寄附金でございます。 

 ６目農林水産業費寄附金、補正額３万円、１節

農林水産業費寄附金３万円につきましては、農業

振興寄附金といたしまして余市ロータリークラブ

様から３万円でございます。 

 19款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

8,525万1,000円、１節繰越金8,525万1,000円につ

きましては、必要となる一般財源の計上でござい

ます。 

 20款諸収入、５項雑入、１目雑入、補正額1,142万

8,000円、１節雑入1,142万8,000円につきまして

は、北後志衛生施設組合及び北後志消防組合の負

担金精算による過年度還付金の計上でございま

す。 

 以上、議案第１号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

決定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年度余市町一般会

計補正予算（第６号）は、原案のとおり可決され

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５５分 

再開 午前１１時０６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10、議案第２号 平

成29年度余市町介護保険特別会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

 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

されました議案第２号 平成29年度余市町介護保

険特別会計補正予算（第３号）につきまして、提

案理由をご説明申し上げます。 

 今回ご提案いたします補正予算の内容でござい

ますが、歳出におきまして通所型サービス等の利

用増に伴う介護予防・生活支援サービス事業費、

介護予防ケアマネジメント事業費及び国保連合会

への審査支払手数料の増額補正計上を行ったもの

でございます。 

 なお、歳入につきましては、国、道支出金等特

定財源に求めるとともに、必要となる一般財源に

つきましては繰越金に求めて、歳出との均衡を図

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。 

 議案第２号 平成29年度余市町介護保険特別会
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計補正予算（第３号）。 

 平成29年度余市町の介護保険特別会計の補正予

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に歳入歳出それぞ

れ705万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ25億4,865万9,000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。 

 平成29年12月14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ので、４

ページをお開き願います。中段でございます。３、

歳出、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600万円、19節負担金補助及

び交付金600万円につきましては、通所型サービス

等の利用増に伴う追加計上でございます。 

 ２目介護予防ケアマネジメント事業費、補正額

90万円、19節負担金補助及び交付金90万円につき

ましては、通所型サービス等の利用増に伴う介護

予防ケアマネジメント費の追加計上でございま

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15万円、12節役務費15万円

につきましては、介護予防・生活支援サービス事

業費等の増に伴う国保連合会への審査支払手数料

の追加計上でございます。 

 次に、歳入についてご説明を申し上げますので、

３ページ上段をごらん願います。２、歳入、３款

国庫支出金、２項国庫補助金、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176万3,000円、１節現年度分176万3,000円に

つきましては、歳出でご説明申し上げました地域

支援事業費増に伴う国庫補助金の追加計上でござ

います。 

 ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、２

目地域支援事業支援交付金、補正額197万4,000円、

１節現年度分197万4,000円につきましては、国庫

補助金と同様に地域支援事業費増に伴う支払基金

交付金の追加計上でございます。 

 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88万円、１節現年度分88万円につきまして

は、国庫補助金と同様に地域支援事業費増に伴う

道補助金の追加計上でございます。 

 ７款繰入金、１項一般会計繰入金、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88万2,000円、１節現年度分88万2,000円に

つきましては、地域支援事業増に伴う一般会計か

らの繰入金の計上でございます。 

 次のページをお開き願います。上段でございま

す。８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正

額155万1,000円、１節繰越金155万1,000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

計上するものでございます。 

 以上、議案第２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、よろしくご審議の上、

ご決定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） 
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 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

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 平成29年度余市町介護保

険特別会計補正予算（第３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11、議案第３号 平

成29年度余市町国民健康保険特別会計補正予算

（第２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３号 平成29年度余市町国民健康保険

特別会計補正予算（第２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

30年度からの国保都道府県化に向けた事業報告シ

ステム改修のための電算システム改修委託料並び

に一般被保険者保険税還付金の不足見込みによる

補正計上を行ったものであります。 

 また、歳入におきましては、国、道の特別調整

交付金、国民健康保険制度関係業務準備事業費補

助金並びに一般被保険者に係る保険税により収支

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。 

 議案第３号 平成29年度余市町国民健康保険特

別会計補正予算（第２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２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176万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ33億8,376万4,000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。 

 平成29年12月14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。３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102万4,000円、13節委託料102万4,000円

につきましては、平成30年度からの国保都道府県

化に向けた事業報告システム改修のための電算シ

ステム改修委託料の補正計上でございます。 

 10款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１

目一般被保険者保険税還付金、補正額74万円、23節

償還金利子及び割引料74万円につきましては、一

般被保険者保険税還付に係る過年度支出金の補正

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。２

ページ上段でございます。２、歳入、１款国民健

康保険税、１項国民健康保険税、１目一般被保険

者国民健康保険税、補正額74万円、１節医療給付

費分現年課税分58万3,000円、２節後期高齢者支援

金分現年課税分15万7,000円につきましては、一般

被保険者保険税還付に係る過年度支出金の財源を

一般被保険者国民健康保険税の現年課税分に求め

たものでございます。 

 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35万円、２節特別調整交付金35万

円、２目国民健康保険制度関係業務準備事業費補

助金、補正額32万4,000円、１節国民健康保険制度

関係業務準備事業費補助金32万4,000円につきま

しては、電算システム改修経費に対する交付金並

びに補助金の補正計上でございます。 

 ７款道支出金、２項道補助金、１目財政調整交

付金、補正額35万円、２節特別調整交付金35万円

につきましては、同じく電算システム改修経費に

対する交付金の補正計上でございます。 

 以上、議案第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、ご決定を賜
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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 平成29年度余市町国民健

康保険特別会計補正予算（第２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12、議案第４号 平

成29年度余市町公共下水道特別会計補正予算（第

２号）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

ました議案第４号 平成29年度余市町公共下水道

特別会計補正予算（第２号）について、その提案

理由をご説明申し上げます。 

 今回ご提案申し上げます補正予算の内容といた

しまして、歳出におきましては人事院勧告に基づ

く給与改定等及び人事異動等に伴う人件費の整理

と下水道受益者負担金の前納報奨金の増額、平成

28年度分の消費税及び地方消費税における中間納

付額の確定見込みによる増額、余市町公共下水道

事業基金条例に基づく積立金の補正計上を行い、

あわせまして国庫補助対象事業の確定見込みによ

る事業費の減額補正と平成28年度建設事業費の国

庫補助金返還金の補正計上を行うものでありま

す。また、公債費におきましては、下水道事業債

の借り入れ利率の確定に伴う長期債償還利子の減

額補正を行うものであります。 

 歳入におきましては、建設事業費減額に伴う国

庫補助金と公共下水道事業債において一般起債、

資本費平準化債の借入額の減額補正を行うもので

あります。 

 以下、議案第４号を朗読し、ご説明申し上げま

す。 

 議案第４号 平成29年度余市町公共下水道特別

会計補正予算（第２号）。 

 平成29年度余市町の公共下水道特別会計の補正

予算（第２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5,150万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ11億9,008万円とする。 

 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

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。  

 平成29年12月14日提出、余市町長、嶋  保。 

 歳出よりご説明申し上げますので、３ページを

お開き願います。３、歳出、１款総務費、１項総

務管理費、１目一般管理費、補正額648万1,000円

の減、２節給料497万円の減、３節職員手当167万

円の減、４節共済費250万3,000円の減につきまし

ては、人事院勧告に基づく給与改定等及び人事異
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動等に伴う人件費の整理であります。８節報償費

14万4,000円につきましては、平成29年度賦課下水

道受益者負担金に係る５年分一括納付額が見込み

より増加したことによる受益者負担金前納報奨金

の増額補正であります。27節公課費251万8,000円

につきましては、平成28年度消費税及び地方消費

税における中間納付額の確定見込みによる増額補

正であります。 

 ２目財産管理費、補正額1,170万6,000円、25節

積立金1,170万6,000円につきましては、余市町公

共下水道事業基金条例に基づく積立金の補正計上

でございます。 

 次のページをお開き願います。上段をごらん願

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4,970万1,000円の減、２節

給料３万円の増、３節職員手当10万1,000円の増、

４節共済費４万7,000円の減につきましては、人事

院勧告に基づく給与改定等に伴う人件費の補正で

あります。13節委託料192万円の減、15節工事請負

費4,788万円の減につきましては、事業費の確定見

込みによる減額補正であります。23節償還金利子

及び割引料１万5,000円につきましては、平成28年

度の国庫補助対象経費の確定に伴う国庫補助金返

還額の補正計上を行うものであります。 

 ３款公債費、１項公債費、２目利子、補正額702万

4,000円の減、23節償還金利子及び割引料702万

4,000円の減につきましては、平成28年度借り入れ

の公共下水道事業債の借り入れ利率確定に伴う長

期債償還利子の減額補正をいたしたものでありま

す。 

 次に、歳入についてご説明申し上げますので、

２ページをお開き願います。中段をごらん願いま

す。２、歳入、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2,840万円の

減、１節公共下水道事業費国庫補助金2,840万円の

減につきましては、補助事業費の確定見込みによ

る減額補正を行うものであります。 

 ８款町債、１項町債、１目公共下水道事業債、

補正額2,310万円の減、１節公共下水道事業債

2,310万円の減につきましては、建設事業費の確定

見込みに伴い、一般起債と資本費平準化債の借入

額の減額補正をいたしたものであります。 

 次に、地方債補正についてご説明申し上げます。

１ページをお開き願います。下段をごらん願いま

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４億970万円、補

正後限度額３億8,660万円、地方債の補正につきま

しては一般起債及び資本費平準化債借入額の減額

による限度額の変更でございます。 

 以上、議案第４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。 

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。 

 これより議案第４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４号 平成29年度余市町公共下
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水道特別会計補正予算（第２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13、議案第５号 平

成29年度余市町水道事業会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇水道課長（渡辺郁尚君） ただいま上程されま

した議案第５号 平成29年度余市町水道事業会計

補正予算（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。 

 このたび補正いたします内容につきましては、

資本的支出につきまして人事院勧告に基づく給与

改定等による人件費の増額補正を行うものであり

ます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第５号 平成29年度余市町水道事業会計補

正予算（第１号）。 

 第１条 平成29年度余市町水道事業会計の補正

予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 第２条 予算第４条本文括弧中、資本的収入額

が資本的支出額に対し不足する額「２億5,351万

5,000円」を「２億5,369万5,000円」に、当年度分

損益勘定留保資金「１億1,164万4,000円」を「１

億1,182万4,000円」に改め、資本的支出の予定額

を次のとおり補正する。 

 支出、科目、第１款資本的支出、既決予定額４

億9,171万8,000円、補正予定額18万円、計４億

9,189万8,000円。 

 第１項建設改良費、既決予定額１億8,466万円、

補正予定額18万円、計１億8,484万円。 

 第３条 予算第７条に定めた経費の金額のう

ち、（１）職員給与費「１億2,841万1,000円」を

「１億2,859万1,000円」に改める。 

 平成29年12月14日提出、余市町長、嶋  保。 

 次に、平成29年度余市町水道事業会計予算実施

計画についてご説明申し上げます。１ページをお

開き願います。平成29年度余市町水道事業会計予

算実施計画、資本的収入及び支出、支出補正額の

み申し上げます。１款資本的支出、補正額18万円、

１項建設改良費、補正額18万円、２目配水設備改

良費、補正額18万円につきましては、人事院勧告

に基づく給与改定等による、人件費の増額補正で

ございます。 

 以上、議案第５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。 

 これより議案第５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５号 平成29年度余市町水道事

業会計補正予算（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14、議案第７号 余

市町職員給与条例の一部を改正する条例案を議題
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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７号 余市町職員給与条例の一部を改

正する条例案につきまして、その提案理由のご説

明を申し上げます。 

 本町職員の給与等に関しましては、国家公務員

の給与に準じた形で措置することを基本としてお

りますが、平成29年８月８日の平成29年人事院勧

告に基づきまして、国家公務員に係る一般職の職

員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が

国会において可決成立したところであり、本町職

員におきましてもこのたびの法律改正に準じまし

て、余市町職員給与条例の一部改正を行おうとす

るものでございます。 

 平成29年の人事院勧告に基づきます国家公務員

の給与改定の主な内容といたしましては、俸給表

につきましては国家公務員の月例給が民間給与を

0.15％、金額にいたしまして631円下回っているこ

とから、月例給の改定については初任給で民間と

の間に差があることを踏まえ、初任給を1,000円引

き上げ、若年層についても同程度の改定とし、そ

の他はそれぞれ400円の引き上げを基本に改定す

る内容で、平均改定率は0.2％となってございま

す。さらに、期末、勤勉手当でございますが、年

間支給月数を0.1月分引き上げ、4.40月とし、引き

上げ分は勤勉手当に割り振ることとし、本年度に

つきましては12月期の勤勉手当を引き上げ、平成

30年度以降においては６月期及び12月期の勤勉手

当が均等になるよう配分すべく改正されたところ

であります。 

 以上が平成29年の人事院勧告に基づきます国家

公務員の給与改定の概要でございますが、本町職

員に対する給与改定につきましても国に準じ同様

の措置を行うべく、余市町職員給与条例の一部改

正についてご提案を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７号 余市町職員給与条例の一部を改正

する条例案。 

 余市町職員給与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12月14日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町職員給与

条例の一部を改正する条例。 

 （余市町職員給与条例の一部改正） 

 第１条 余市町職員給与条例（昭和26年余市町

条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第21条第２項第１号中「100分の85.0」を「100分

の95.0」に改め、同項第２号中「100分の40.0」を

「100分の45.0」に改める。 

 第21条第２項第１号及び第２号の改正は、勤勉

手当の改正で、直近１年間の民間のボーナスの支

給実績と公務の年間の支給月数を比較し、一般職

の職員については0.1月分、再任用職員については

0.05月分引き上げるもので、平成29年度分につき

ましては12月期に配分するものでございます。 

 別表１を次のように改める。 

 別表１の改正につきましては、平成29年４月１

日に遡及適用となる給料引き上げの給料表でござ

います。初任給で1,000円、若年層も1,000円程度、

その他は400円程度の引き上げとなるものでござ

います。これにつきましては、給料表の改定でご

ざいますので、朗読を省略させていただきます。 

 ページ３枚めくっていただきたいと存じます。 

 第２条 余市町職員給与条例の一部を次のよう

に改正する。 

 第21条第２項第１号中「100分の95.0」を「100分

の90.0」に改め、同項第２号中「100分の45.0」を

「100分の42.5」に改める。 

 この改正は、勤勉手当の改正で、先ほど第１条

で平成29年度の12月期の勤勉手当を一般職につき

ましては0.1月分引き上げる改正をご提案してお

りますが、平成30年度からは６月期と12月期に
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0.05月分ずつ配分するもので、同じく再任用職員

につきましても0.025月分ずつ配分する内容でご

ざいます。 

 附則 

 （施行期日等） 

 １ この条例は、公布の日から施行する。ただ

し、第２条の規定は、平成30年４月１日から施行

する。 

 ２ 第１条の規定による改正後の余市町職員給

与条例の規定は、平成29年４月１日から適用する。

ただし、改正後の余市町職員給与条例第21条の規

定は、平成29年12月１日から適用する。 

 （職務の級における最高の号俸を超える給料月

額等の切替え等） 

 ３ この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）の前日において、余市町職員給与条例（以

下「給与条例」という。）の給料表に定める職務

の級における最高の号俸を超える給料月額を受け

ていた職員の施行日における給料月額及びこれを

受ける期間に通算されることとなる期間は、規則

で定める。 

 （施行日前の異動者の号俸等の調整） 

 ４ 施行日の前に職務の級を異にして異動した

職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日

における号俸又は給料月額及びこれらを受けるこ

ととなる期間については、その者が施行日におい

て職務の級を異にする異動等をしたものとした場

合との権衡上必要と認められる限度において、町

長の定めるところにより、必要な調整を行うこと

ができる。 

 （職員が受けていた号俸等の基礎） 

 ５ 前２項の規定の適用については、職員が属

していた職務の級及びその者が受けていた号俸又

は給料月額は、第１条の規定による改正前の給与

条例及び余市町職員初任給、昇格、昇給等の基準

に関する規則（昭和49年余市町規則第11号）の規

定に従って定められたものでなければならない。 

 （給与の内払） 

 ６ 第１条の規定による改正後の給与条例の規

定を適用する場合においては、改正前の給与条例

の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給

与条例の規定による給与の内払とみなす。 

 （規則への委任） 

 ７ 附則第３項から前項までに定めるもののほ

か、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

 以上、議案第７号につい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条例の新旧対照

表を添付してございますので、ご高覧を賜ります

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７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７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７号 余市町職員給与条例の一
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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） 次に、さきに議会運営委

員会の委員長から報告がありましたように、日程

第15、議案第14号 余市町議会議員の議員報酬及

び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

案、日程第16、議案第15号 余市町特別職の職員

の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例

及び余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する

条例の一部を改正する条例案の以上２件を一括議

題と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、日程第15ないし日程第16を一括議題と

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） ただいま一括上程に

なりました議案第14号 余市町議会議員の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例案及び議案第15号 余市町特別職の職員の給

与及び旅費並びにその支給方法に関する条例及び

余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

の一部を改正する条例案につきまして、提案理由

のご説明を申し上げます。 

 今回の人事院勧告に基づく給与改定におきまし

ては、平成29年度における一般職の12月期に支給

されます勤勉手当の支給率を0.1月分引き上げる

改正がなされ、次年度以降の措置といたしまして

も６月期と12月期の勤勉手当が均等となるよう配

分改正されたことに伴いまして、一般職同様に議

会議員を初め本町の特別職等におきましても平成

29年12月期分の期末手当につきまして0.1月分引

き上げ、次年度以降における支給率の配分見直し

を行うものであります。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 初めに、議案第14号 余市町議会議員の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例案を朗読申し上げます。 

 議案第14号 余市町議会議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案。 

 余市町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

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12月14日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町議会議員

の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例。 

 余市町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例（昭和34年余市町条例第８号）の一部を

次のように改正する。 

 第６条第２項中「100分の207.5」を「100分の

212.5」に、「100分の217.5」を「100分の222.5」

に改める。 

 これにつきましては、議会議員の期末手当を６

月期及び12月期それぞれ0.05月分引き上げる規定

でございます。 

 附則 

 （施行期日等） 

 １ この条例は、公布の日から施行し、平成29年

12月１日から適用する。 

 （平成29年12月に支給する期末手当に関する経

過措置） 

 ２ 平成29年12月に支給する期末手当に限り、

改正後の条例第６条第２項中「100分の222.5」と

あるのは、「100分の227.5」とする。 

 附則第２項につきましては、議会議員の期末手

当を平成29年12月期に限り現行から0.1月分引き

上げる内容の規定でございます。 

 続きまして、議案第15号 余市町特別職の職員

の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例

及び余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する

条例の一部を改正する条例案を朗読申し上げま

す。 
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 議案第15号 余市町特別職の職員の給与及び旅

費並びにその支給方法に関する条例及び余市町教

育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を

改正する条例案。 

 余市町特別職の職員の給与及び旅費並びにその

支給方法に関する条例及び余市町教育長の給与及

び勤務時間等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12月14日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町特別職の

職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する

条例及び余市町教育長の給与及び勤務時間等に関

する条例の一部を改正する条例。 

 （余市町特別職の職員の給与及び旅費並びにそ

の支給方法に関する条例の一部改正） 

 第１条 余市町特別職の職員の給与及び旅費並

びにその支給方法に関する条例（昭和34年余市町

条例第21号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第５項中「100分の207.5」を「100分の

212.5」に、「100分の217.5」を「100分の222.5」

に改める。 

 これにつきましては、町長及び副町長の期末手

当を６月期及び12月期それぞれ0.05月分引き上げ

る規定でございます。 

 （余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する

条例の一部改正） 

 第２条 余市町教育長の給与及び勤務時間等に

関する条例（昭和45年余市町条例第８号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条第５項中「100分の207.5」を「100分の

212.5」に、「100分の217.5」を「100分の222.5」

に改める。 

 これにつきましては、教育長の期末手当を６月

期及び12月期それぞれ0.05月分引き上げる規定で

ございます。 

 附則 

 （施行期日等） 

 １ この条例は、公布の日から施行し、平成29年

12月１日から適用する。 

 （平成29年12月に支給する期末手当に関する経

過措置） 

 ２ 平成29年12月に支給する期末手当に限り、

改正後の余市町特別職の職員の給与及び旅費並び

にその支給方法に関する条例第２条第５項中

「100分の222.5」とあるのは、「100分の227.5」

とする。 

 ３ 平成29年12月に支給する期末手当に限り、

改正後の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関

する条例第２条第５項中「100分の222.5」とある

のは、「100分の227.5」とする。 

 附則第２項につきましては、町長及び副町長の、

附則第３項につきましては教育長の期末手当を平

成29年12月期に限り現行から0.1月分引き上げる

規定でございます。 

 以上、一括上程されました議案第14号及び議案

第15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それぞれ新旧対

照表を添付してございますので、ご高覧を賜りま

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。 

 一括議題の議案２件についてこれより質疑を行

います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 まず、議案第14号についてお諮りいたします。

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14号については委員会の付託を
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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14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14号 余市町議会議員の議員報

酬及び費用弁償等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。 

 次に、議案第15号についてお諮りいたします。

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15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15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15号 余市町特別職の職員の給

与及び旅費並びにその支給方法に関する条例及び

余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

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。 

 昼食のため午後１時まで休憩します。 

休憩 午前１１時５１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17、一般質問を行

います。 

 順次発言を許します。 

 発言順位１番、議席番号８番、吉田議員の発言

を許します。 

〇８番（吉田浩一君） 平成29年第４回定例会に

当たり、さきに通告の２件の一般質問を行います。

町長におかれましては、答弁のほどよろしくお願

いいたします。 

 １点目であります。会津藩士、余市入植150年に

ついてを質問いたします。1868年９月、会津鶴ケ

城が開城し、戊辰戦争は実質的に終わりを告げ、

元号も慶応から明治となり、近代日本がスタート

しました。戊辰戦争で敗れた会津藩士の一団は、

敗戦後すぐに東京に送られ、その後流罪的意味が

込められ蝦夷地に送られることとなり、移住に当

たり形だけの希望がとられたと言われておりま

す。明治２年８月には蝦夷地から北海道と名称変

更がされ、東京謹慎組の会津藩士の一団は、明治

２年９月にオタルナイノブカハマに上陸、最終的

には約200戸、800名余りが北海道に移動したと記

録されております。その後、紆余曲折があり、明

治４年元旦に当時の北海道長官であった黒田清隆

氏に対し、会津藩士団より血判書である御請書が

提出され、明治４年の雪解け時期に合わせて現在

のニッカ沼からＪＲ余市駅前近辺並びに山田町に

入植、荒れ地を開墾し、リンゴ栽培に成功、余市

町を漁業だけでなく果樹の町として基礎をつくっ

たことは歴史上の事実であります。 

 さて、1868年から数え来年は150年目の年とな

り、会津若松市では全市を挙げ、戊辰150年という

節目の年をさまざまな企画で迎えようとしている

ようです。余市町としては、平成27年10月に会津

若松市と親善交流書が締結され、毎年９月に開催
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される会津まつりには嶋町長、中井議長も出向き、

その規模等は町長ご自身が理解されていると思い

ますが、150年に当たって過去最大規模の事業にな

るのではないかと推測しており、流れ的にも余市

町において何らかの形で150年の事業をしなけれ

ばならないのではないかと考えます。 

 会津藩士が北海道に上陸したときから数えれば

2019年が150年目に当たり、明治４年から数えれば

2021年ということになりますが、余市町として

150年という節目の年はいつと考え、この節目の年

を具体的にどのように考えておられるのか、町長

としての見解を伺います。 

 次に、11月10日から２泊３日で余市町の有志の

方が会津若松市を訪問、会津若松市民との交流を

深めてまいりましたが、このときに会津側参加者

の方より余市町の会津藩士の墓には案内図もな

い。こちらで募金を集めて、看板設置に動いてい

るとの意見をいただいたそうです。 

 会津藩士の墓は、町営の美園墓地にあり、墓地

となった経過としては会津関係者の方が埋葬され

たのが始まりで、明治30年代に入り町営墓地とし

て指定され、以後会津とは関係のない方も埋葬さ

れるようになっております。しかしながら、近年

会津との関係が深まる中、会津関係者の方が余市

町を訪れた場合、会津藩士の墓は必ずと言ってい

いほど参拝する場所であり、役場側で押さえてい

る以上の方が訪れていると推測しております。そ

のような中で案内板設置の希望があるのであれば

余市町として今後どう対応されていくのか、町長

の見解を伺います。 

 ２点目であります。冬期間の公共交通の在り方

についてを質問いたします。先日中央バス協会病

院線沿線の方から協会病院線の要望を受けまし

た。内容としては、以前より減便され、利用しづ

らくなったが、雪が降る季節となり、今以上に減

便がされてしまった。夏場は自転車等もあるので、

何とかなったが、冬場はバスが頼りで、何とかな

らないのかというものでした。 

 議会では、毎年９月定例会において中央バスへ

の協会病院線の運営赤字補填の補正予算が提案さ

れており、総体の収支としては減便による経費削

減によって改善していることは質疑の中で理解し

ていましたが、一方理事者側からは利用者増とな

るように地域との話し合いも進めていくとの答弁

もされております。 

 さて、協会病院線に限らず、バス路線の維持拡

大並びに住民の足の確保という問題については常

に出されている問題でありますが、10年ほど前と

比較して社会的背景が変わってきている状況があ

ります。特に社会全体が高齢化となり、運転免許

証の返納について検討しなければならない方も多

数となり、高齢なるがゆえ車を手放すかどうかの

決断をしなければならないこともその背景の一つ

となっております。 

 既存バス路線については、縮小、または減便の

方向にあると見ておりますが、余市町としても新

たな路線開拓という意味において中央バスに依頼

をして、平成14年９月にＪＲ余市駅から美園、山

田を経由して協会病院に向かう路線のテスト運行

がされましたが、結果として朝の１便を除いて日

中の利用者数は１桁であったことから、１カ月ほ

どで中止となりました。また、バス運行とは違い

ますが、平成12年ころから数年間、公衆浴場に対

する入浴者の送迎の実証実験もした経過がありま

したが、結果としては特定の方のみの利用という

ことと運行側の事由によって中止となってしまい

ました。山田、美園のテスト運行時から時代背景

も変わり、また住民の足となる手だてもなくなり

つつある中で、これは町なか、周辺地域という枠

組みではなく、全ての住民の足の確保という面で、

単に事業者との相談ということではない町独自の

考え方と方針を伺います。 

 以上、お尋ねいたします。 

（「議事進行」の声あり） 
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〇18番（溝口賢誇君） 議長、けさにこの定例会

18人きょう出席とありましたけれども、ただいま

午後からの中で欠席届の報告とかありませんけれ

ども、どんなふうになっているのか。今18人いな

いのですけれども、どのようになっているのです

か。 

〇議長（中井寿夫君） 所用のため一時退席とい

うことで届け出ございましたので、ご本人は戻り

次第入りますので、ご理解賜りたいと思います。 

 それでは、答弁よろしくお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） ８番、吉田議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 初めに、会津藩士、余市入植150年についての質

問でございます。明年2018年は、戊辰戦争から

150年目に当たります。この節目の年に当たり、会

津若松市においては、戊辰150年と銘打って記念式

典や講演会、コンサートなどさまざまなイベント

が企画されており、例年９月に開催される会津ま

つりにつきましても戊辰150年を記念した大きな

催しになると伺っております。本町といたしまし

ても会津若松市と連携を密にし、各種記念事業へ

の参加や協賛を行うなど、親善交流都市として友

好関係の充実強化に努めてまいりたいと考えま

す。 

 また、会津若松市とのゆかりに関する本町とし

ての考え方でございますが、これは旧会津藩士の

方々が余市に入植された明治４年、西暦1871年が

起点になるものと考えます。1871年から起算しま

すと、ご質問にありますとおり、2021年が150年目

の節目の年となります。本町といたしましては、

本町農業の基盤をつくられた旧会津藩士団の方々

への限りない敬意と会津若松市との交流を一層充

実させる観点から、節目の年に向けて交流事業や

記念行事を計画していきたいと考えております。 

 次に、会津藩士の墓にかかわる案内板の設置に

ついてでございます。ご質問にありますとおり、

本年11月に余市町民親善交流事業として実施いた

しました会津若松町民ツアーの交流会において、

会津若松市の参加者から旧会津藩士の墓について

は町営美園墓地の一番上部に位置しているため、

特に夏場においては木々の陰になり、場所がわか

りづらいことから、関係者有志により案内板を設

置させていただきたいとのお話があったと伺って

おります。会津若松市と本町との交流を深めてい

く上でも、本町を訪問され、旧会津藩士の墓を参

拝される方々に対してお墓の場所をわかりやすく

ご案内できるような案内板の設置など、本町とし

ての対応策を検討してまいりたいと考えておりま

すので、ご理解をいただきたいと存じます。 

 次に、２点目の冬期間の公共交通の在り方につ

いての質問でございます。余市協会病院線につき

ましては、町において運行当初よりバス事業者へ

の運行補助を行っておりますが、近年における利

用者の減少等によりその赤字幅も年々増加傾向と

なっており、事業者では運行経費の削減を図る上

から本年12月１日より平日運行の１日８往復を６

往復に、土日祝日運行の１日４往復を３往復とす

るダイヤ改正が行われております。 

 ご質問にありますとおり、過去におきましては、

町民の日常生活に必要な公共交通の確保を図る上

から、協会病院線と接続する運行経路により路線

バスの試験運行が行われておりますが、結果とし

て採算性を確保できる乗車人数が得られず、継続

運行は不可能と判断された経過がございます。現

在は、当時とは社会情勢も変化しており、地域公

共交通を取り巻く状況につきましては、人口の減

少や自家用車の普及等により利用者の減少が進ん

でいる一方、高齢化社会の急速な進行や運転免許

証の返納が進む中で、自分では自動車を運転する

ことができない高齢者の方など、いわゆる交通弱

者の方々の移動手段の確保が重要な課題であると

認識しております。 

 地域公共交通の確保、充実に当たっては、それ

ぞれの地域の特性に応じた交通体系が必要である
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と考えており、住民ニーズの把握等について調査

研究が必要となるとともに、行政と住民の協働に

よる取り組みにより、持続可能な公共交通のあり

方を検討していくことが必要であると考えており

ます。本町といたしましては、こうした高齢化社

会等における地域公共交通の維持、確保に向け、

余市町にふさわしい効果的、効率的な地域公共交

通網のあり方等について協議検討を行うため、本

年度地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

に基づき、法による必須委員のほか地域住民、ま

たは公共交通利用者の代表として老人クラブ連合

会や区会連合会など町内関係機関、団体の委員に

より組織する余市町地域公共交通活性化協議会を

設置し、これまで２回の会議を開催しております

が、次回の協議会を年度内に開催する予定となっ

ており、この協議会において本町における地域公

共交通網形成計画の策定に向け、余市協会病院線

を含めた全町的な公共交通を取り巻く現状と課題

について調査を行うとともに、本町にふさわしい

具体的な交通体系や交通政策について協議検討を

進めてまいりますので、ご理解をお願い申し上げ

ます。 

〇８番（吉田浩一君） まず、１点目のほうから

です。来年会津若松市でいろいろなことが行われ

るイベントに関しては、余市町としても参加や協

賛はしていきたいという答弁でした。 

 余市町の150年というのは、明治４年が起点にな

るから2021年と。そのときに何か考えたいという

ことの答弁だったと思いますけれども、来年町長

選挙ということで、現時点で町長は３期目立候補

するのかどうかというのもまだ表明されていませ

んし、選挙という関門があるので、来年以降そこ

の席に座っておられるのは誰かということもまだ

わからない中なのだけれども、町長個人的に会津

の150年でなくて余市の150年に対して具体的に何

かこういうことをやりたいなとかという、そうい

う考え方というのは何か今持っていますか。まず、

それを１点お尋ねしたいと思います。 

 それで次、看板の設置については、対応を検討

したいということの答弁だったのだけれども、当

然11月に行ったときは町職員も行っていましたの

で、同じような話を聞いてきたのだと思うのです

けれども、今の町長の答弁を聞いていると、受け

取り方の認識が少し違うのでないかなというよう

な気がしたのです。というのは、向こうのほうで

は具体的にお金を集めて、余市町に寄附をします

よみたいな形にもうなっているという話を聞いて

いるのです。であれば、この寄附の申し出があっ

たときに余市町としてこれ受けるのですか。だか

ら、それはどこが受けるのか。余市町が受けるの

か、福島県人会で受けるのか、それによっても少

しニュアンス変わってくると思うのです。だから、

案内板のことは対応を検討するということは、こ

れは検討のための検討ではなくて、設置をすると

いうことで対応したいというような、要するに前

向きな答弁だったと思うのです。そういう中で、

具体的にそのお金が向こうから来るよというとき

にどうしますかと。余市町が受けるということで

あれば指定寄附ということになるから、では今そ

の項目があるのかといったら、その項目はないで

しょうし、その辺がどうなのかなというふうに思

っているのです。だから、その辺はどういうふう

に考えておられるのかというのを再度お尋ねした

いと思います。 

 それと、実際問題、今町長の答弁では夏場がわ

かりづらいというような答弁があったのだけれど

も、夏場だけでなくて冬場もやっぱりかなり来て

いるのでないかなと思うのです。これは、12月７

日に町長室にお伺いしたとき、このとき福島県の

新聞記者と一緒にお伺いしたのですが、そのとき

町長に話したかなと思うのですけれども、福島県

から来て、その記者の方が雪が積もっていたけれ

ども、会津藩士の墓に行きたいということで行っ

たのです。そうしたら、そのときもう12月７日で
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雪が積もっていたのですけれども、明らかに前の

日か、その前の日ぐらいに誰かがそこまで行った

足跡がついていたのです。地元の人ではないと思

うのです。だから、そういうところを余市町とし

ては押さえていますか、冬場も来ているよという

ようなことを。冬場も人が来ている、会津関係者

が福島県から参拝に来ているよということを押さ

えているのかどうかということをまずお尋ねした

いと思います。 

 ですから、当然そういうふうになると、看板を

立てるというふうになれば夏場だけでなくて冬場

にも対応できるような除雪の問題だとか、ちょっ

と足高くしておかなければならないだとか、そう

いうふうな形になってくるのではないのかなと思

うのだけれども、その点はどうなのか。 

 それと、町長は、向こうの室井市長さんと非常

に仲がよいということで、町長のほうはもう知っ

ているかもしれませんけれども、改めてお尋ねし

たいのですけれども、11月の頭に再来年のＮＨＫ

大河ドラマの内容発表があったのです。「いだて

ん」という内容らしいのですけれども、このとき

の出演者の中に綾瀬はるかさんと、それとシャー

ロット・ケイト・フォックスさんが入っていると

いうことなのです。ご存じのとおり、綾瀬さんは

「八重の桜」をやったし、シャーロット・ケイト

・フォックスさんは「マッサン」の主演をやった

ということで、これが発表されています。こうい

うふうになってきたら、再度また余市がいろいろ

な形で取り上げられてくるのでないかなと思うの

です。そういうふうになったときに、今回150年と

いうことで質問していますので、この150年とあわ

せてこの辺をどういうふうに考えておられるのか

ということも再度町長の考え方お尋ねしたいと思

います。 

 次、バスのほうです。答弁をいろいろ聞いてい

ると、とにかく老人クラブや区会の方も集めた地

域公共交通活性化協議会を開いて、今話し合って

いると。これは、そこの路線だけではなくて、全

町的なもので話したいというような答弁だったの

ですけれども、答弁の中には住民ニーズの把握だ

とか、持続可能なものにしなければならないとか

と言うのだけれども、では過去の答弁の中で当時

の担当課長は、このバスの問題を出したら必ず地

域の区会と話しますとかという答弁されていたと

思うのです。最初の質問の１点目ですけれども、

実際にそれでは今まで例えば減便についても地域

の区会と話し合ったことあるのですか。まず、そ

こが１点お尋ねしたい。 

 今回は、直接的に中央バスの協会病院線で減便

されて、利用が不便になったよということの訴え

だったものだから、当然その減便に当たっては町

のほうにも何らかの形で事前に連絡あったのだと

思うのです。このとき町はどういう対応をしたの

かということも再度お尋ねいたします。 

 最初の答弁の中では、余市町全体として考えま

すということだったのだけれども、きのう、きょ

う出た問題でないし、全町的なものにしなければ

ならないというのもわかるのです。答弁されてい

る意味はよくわかりますけれども、よその自治体

ではもう既に実証的にデマンドバスだとかとい

う、そういうものをもう走らせているのですから、

余市町もそろそろそういう段階ではないのかなと

思うのです。そんな地域の要望聞いて云々と、そ

ういう次元ではないと思うのです。ですから、こ

の辺含めて、町として試験的に運行するというよ

うな考え方だとか、そういう考え方持っていない

のかどうかということもあわせてお尋ねしたいと

思います。 

〇町長（嶋  保君） ８番、吉田議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、会津関係のほうからでございます。2021年

が余市と会津藩との中での150年になるというこ

とでございます。そして、来年が会津の150年祭と

いうことでございまして、具体的な部分までは私
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まだ何をするという部分は考えてございません。

しかし、会津との関係、そして答弁では会津の来

年の150年の式典の状況を見ながらと申し上げて

おりますけれども、規模がちょっと違い、会津ま

つりもそうでございますが、何万人という方々が

訪れて、綾瀬はるかさんも来てという形の中で、

そしてまたゆかりの地という中で町村長の前段で

前の日にやるのですけれども、20以上の市町村長、

そしてまた議会議長さんも来られているという中

で歴史を感じるところでございます。そういった

中では、余市町も序列の中ではかなり私も挨拶の

順番や玉串奉奠の順番等を含めて、むつ市の市長

の次くらいに余市に対する部分というところでは

敬意を表してくださっているところでございます

ので、私どももこの150年に向けては、余市町の

2021年についてはしっかりとした対応をしていか

なければならないというふうに思っているところ

でございます。 

 また、それと関連して大河ドラマの関係、これ

も市長から直接伺ってございませんが、職員さん

からそういった部分伺ってございまして、そして

その中でことし会津まつりに行ったとき、本当の

10秒、20秒でございましたけれども、その職員さ

んがＮＨＫの北海道のトップの方を連れていらし

て、この方が会津でずっといたのですけれども、

今度北海道のトップになりますよという形で、嶋

町長、ちょっと名刺交換だけと。いろいろこれか

らこの大河ドラマ等ありますから、交流したほう

がいいですよという形で紹介されております。そ

ういった中では、まだ私行っていませんけれども、

本年度中にはＮＨＫのトップの方のところにも行

って、今後綾瀬はるかさん、さらにはシャーロッ

トさん等の奇妙な縁というか、不思議な縁でそう

いう形でまた会津若松市と余市が結びついたのか

なと思ってございますので、そういった部分もし

っかりと縁を大事にしながら、そしてまたお願い

できるものはお願いしながら、この150年に向けて

いきたいというふうに思っているところでござい

ます。 

 そしてまた、看板の部分でございます。これに

つきましては、私初めて聞きました。これにつき

ましては、ほとんどが公的に来ている部分につき

ましては、まず余市役場等、そしてまた会津のゆ

かりの方々が直接案内するということでございま

したけれども、よくよくいろいろ聞いたら独自に

来られている方、行政を通さない、そしてまたそ

ういった団体通さないで独自に来られている方も

かなりいるということも改めて知ることができま

した。 

 こういった中で、１つとしては、ご寄附をいた

だけるというのは非常にうれしいことなのですけ

れども、余市でそうしたら何もやっていなかった

のかという部分もございますので、ただ１つとし

て受けて、そしてありがとうございましたという、

それは町で受けるという部分が目的の部分だとか

指定寄附等の部分ございまして、かなり難しいの

かなと思ってございますけれども、やはり私ども

も何らかの形で、寄附の思いは思いとして、別個

に余市町としてもそういった中で会津若松市との

関係でございますので、大々的なものでなくても

そういった看板等の設置については今後所管委員

会等とも協議、ご相談もさせていただきながら、

町として取り組んでいかなければならない部分か

なという思いで答弁をさせていただいたところで

ございます。 

 それとまた、冬場来ているということについて

は、私はそういう認識も先ほど申し上げましたよ

うに公的に来る部分くらいかなと思っていたの

で、私的な部分、そしてまた先日の足跡の部分も

お聞きしましたけれども、そういった中でかなり

あちらからこちらに見えられているのかなという

ふうに思ったところでございますので、そういっ

た看板、さらにはパンフレット等のどういった中

で私どもが寄附等の以前の問題ででき得る部分が
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あるのか検討協議していきたいというふうに思っ

ております。 

 それと、地域公共交通の部分でございます。こ

れにつきましては、減便を今まで何度かやられて

きております、中央バス。そしてまた、中央バス

の前段で、協会病院線でもございませんけれども、

あるバス会社の方々が首長とお会いしたいという

ことで、バス業界、運転手の確保等を含めて非常

に困っているのだと。そしてまた、積丹線だとか

あのあたりについてもいろいろなお話もいただい

ているところでございます。そういった中で、協

会病院線についてどうしてもという形の中で町の

ほうにも打診あったところでございますが、受け

ざるを得なかったという部分でございます。これ

は、500万円の部分を例えば1,000万円にすれば減

便はなくなったかもしれませんけれども、そうい

った中で私どもも受けざるを得なかったという部

分、そしてまた地域の方々の部分、これは町がと

いう形ではなくて、バス事業者、中央バスさんが

関連区会のほうにお話に上がったというふうに聞

いているところでございます。 

 いずれにいたしましても、私どもも、答弁もい

たしましたけれども、この協議会を立ち上げて、

全体的な地域公共交通をどうしていくかという部

分今やっているところでございます。後志管内、

これは今まで余市を含めて７つでございます、や

っているところが。そして、先行しているところ

が岩内町では26年度に協議会を実施して、コミュ

ニティバスの実証実験を終えて、28年度において

本運行、そして仁木町では28年、29年度の２カ年

実証実験をして、30年度からの本格実施を予定し

ているところでございまして、私ども若干おくれ

ましたけれども、７番目ということでございます

か、後志管内で。そういった中で協議会を設置し

て、30年度には余市町地域公共交通網形成計画を

策定して、31年度、ここで実証実験に入っていく

予定だと、そういう状況になっておりますので、

ご理解を賜りたいと存じます。 

〇８番（吉田浩一君） まず、会津のほうからで

す。まず、看板の設置だとかいろいろあるのです

けれども、この辺町内にいる福島県人会の方だと

か、会津の関係者の方とちゃんと公式に一度会議

持たなければならないのではないかなと思うので

す。ですから、これはそういう会合を持つ考え方

があるのか、ないのか、それをまず１点目にお尋

ねいたします。 

 看板の設置ということで、どういうことを考え

ているのか、どういう規模になるのか、大きさだ

とか場所だとかというのはいろいろ問題になって

くるとは思うのだけれども、とりあえず町長とし

ては寄附は受けて、何とか看板は設置したいとい

う考え方だったのだけれども、あそこのところは

一般の方もいますので、一般の方もいると言った

らおかしいですけれども、一般の方の墓地でもあ

るし、なおかつそういう中で会津藩士の墓という

のは、これは町長はご存じでしょうから改めて言

うことでもないのでしょうけれども、結局墓とい

うふうにはなっていますけれども、実際には墓で

なくて、もともとは入植の経緯を記した記念碑が

スタートですので、きちんと案内板を設置するの

であればそういうことも含めて解説をしたほうが

いいのではないかなと思うものですから、その点

の考え方再度お尋ねしたいと思います。 

 それで、バスのほうです。答弁としてはわかっ

たのですけれども、町長の答弁の中でえっと思っ

たのは、区会との話し合いは中央バスでしました

ということだったのだけれども、毎年500万円の補

正しているときに過去歴代の課長の答弁として

は、役場側が区会とちゃんと話して、それを中央

バスのほうに伝えるだとか、利用増になるように、

そういうふうな私は答弁だったと思うのです。た

だ、この減便に関して区会と中央バスは確かに話

し合ったのかもしれません。だけれども、そうで

はなくて、過去の本会議の答弁していたのは、そ
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れは一体何だったのだと。ちゃんと役場と区会で

話して、それで利用増になるということで、そう

いうためにバス会社のほうといろいろ話すと。だ

から、これは今中央バスのほうは道路工事の関係

で路線変わりました、前と。前は、今のケーズデ

ンキところから曲がっている、一番最初にできた

路線というのは登街道来て、ケーズデンキのとこ

ろで曲がって協会病院に行くという路線だったは

ずがそれが工事の関係でその手前のほうで曲がっ

ていくというふうになって、そのときもたしかこ

れはもとに戻すのかという私質問した記憶あるの

です。そのときも区会とちゃんと相談して、その

上で中央バスに申し入れを検討しますというふう

に当時の担当課長は答弁していたと思うのです。

今課長違うから。その辺どうなのかなと、町とし

ての姿勢として。その辺まず１点お尋ねいたしま

す。 

 それと、来年からデマンドバスというか、コミ

ュニティバスというのか、何というのかはわから

ないけれども、30年度中に計画をして、31年より

何とか実証したいということの答弁がされまし

た。これは、一日でも早くやってもらいたいなと。

これは、町長の答弁としては31年ということだっ

たのですけれども、特に今回直接的な要望という

のは、やっぱり冬だからということです。夏場は

自転車とかでも何とかなるけれども、歩いてもそ

んなにあれだけれども、冬場はやっぱり道路も凍

っているし、なかなか歩きづらいと。だから、バ

スが頼りなのだよということの訴えですから、で

あれば極端な話計画がすぐできて、30年の冬の雪

の降るぐらいからもうできるというのであれば、

そのぐらいから何とかやってほしいなと、そうい

うふうに思っておりますので、一日でも早くでき

るのかどうか。極端な話計画書ができたらすぐ実

証してみるのかどうか、その辺の考え方も再度お

尋ねいたします。 

〇町長（嶋  保君） ８番、吉田議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、会津の関係でございます。おっしゃると

おり、まずは県人会等、余市のそういった団体と

どういった状況になっているのかを含めてお話を

させていただき、そういった機会を早急に持ちた

いというふうに思っております。 

 また、ご寄附等の部分、つくりたいから寄附し

ますよと。ただ、私のほうで場所だけ提供すれば

いいのかと、そういった部分もどうなのかなとい

う思いでご答弁を申し上げているところでござい

ます。そういった中では、寄附としては特定目的

の寄附という部分もございますので、町はなかな

かもらいづらい部分もあるというふうに思ってご

ざいますが、そういった中でまずご提言のとおり

県人会等、会津のゆかりの方々、団体とお話をし

てみたいというふうに思っております。 

 逆にあちらのほうに行けば、リンゴの木の苗木

の１本にもこういった看板があって、その由来、

議員も見られているかと思うのですけれども、そ

ういった余市という部分しっかり大事にしていた

だいておりますし、何万人という会津まつりの神

事の一番最初に出てくる言葉がこのリンゴはとい

うところから、緋の衣という形で、非常に余市町

を大事にというか、大きく扱ってくださっている

と。あの何万人ものイベントのときも緋の衣の紹

介から始まって、会津まつりが始まるという部分

でございます。そういった中では、何とか私ども

もこれら会津藩士の方々にそういった記念碑のて

んまつ等を含めて、そういう方に対するきちんと

した礼儀は必要だなというふうに思っているとこ

ろでございます。 

 それと、協会病院線の部分でございます。当初

いろいろないきさつ等もございましたし、今回は

なかったのですけれども、前は町政懇談会等にも

中央バスの職員が来られて、いろいろな説明等も

されたこともございます。そういった中では、お

っしゃるとおり、もう少しきめ細かい部分での、
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行政もただ中央バスに任せるのではなくて、行政

なりも入った中での区会等の説明も必要であった

のかなというふうにも思っているところでござい

ます。しかし、先ほども申し上げましたけれども、

ニセコバスもそうでございますけれども、中央バ

スも含めてバス業界非常に運転手の確保等を含め

てかなり苦労されているという部分がございま

す。そういった中で、そういった減便もやむを得

ないところにきているのかなというふうにも思っ

てございます。これもかなり私どもも強く申し入

れて、結果的にはこういうふうになりましたけれ

ども、当初はもっともっと厳しい減便案でござい

ましたけれども、何とか押し戻した部分もござい

ます。そういった部分では、私どももしっかりと

これからもバス事業者等とお話を続けていきたい

と思ってございます。 

 また、公共交通の全体的な部分でございます。

これにつきましては、交付金等の部分もございま

す。30年度がアンケート等を含めて非常に大きな

現状把握等の部分でございますので、気持ちとし

ては一日でも早くという部分ございますけれど

も、やはりこれは30年度でそういったアンケート

調査を含めてしっかりとこの計画をつくり上げ

て、31年度早い時期の実施を目指していきたいと

いうふうに考えているところでございます。 

〇議長（中井寿夫君） 吉田議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午後 １時４２分 

再開 午後 １時５５分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 発言順位２番、議席番号16番、藤野議員の発言

を許します。 

〇16番（藤野博三君） 私は、平成29年第４回定

例会に当たり、１点の質問を通告しております。

教育長におかれましては、明快なご答弁をお願い

いたします。 

 学校給食費の公会計化について。余市町内の小

中学校では、学校給食や教材費などの学校徴収金

が各学校の私費会計として処理されています。町

内の小中学校は、余市町によって設置され、学校

教育法第５条は、設置者が学校を管理し、法令に

特別の定めのある場合を除いてはその学校の経費

を負担するとしています。学校の経費は、原則と

して余市町の負担ですが、法令に特別の定めがあ

る場合、例えば学校給食法第11条第２項に定めの

ある学校給食費のように負担者が定められている

場合は、例外的にその他の者が負担することにな

ります。法律では、給食費の負担者まで定められ

ているものの、その会計処理の方法及び徴収方法

については定められておりません。町内の小中学

校においては、学校給食が私費会計とされており、

学校の教職員が未納金の集金や督促等にかかわっ

ています。 

 学校が給食費を私費会計扱いしているのは、昭

和32年４月に北海道教育委員会教育長宛てに、続

いて昭和33年12月に福岡市教育委員会教育長宛て

に当時の文部省がそのような扱いをしてよいとの

公権解釈を示したからだと考えられます。しかし、

そのような取り扱いは、地方自治法違反という解

釈もあり、自治体の収入として公会計により管理

すべきであると考えます。学校給食法では、学校

給食の実施者は学校の設置者であると解され、給

食費は学校設置者である余市町が徴収、管理する

のが最も適当と考えます。 

 学校給食費を学校の私費会計とする問題点とし

ては、①、給食費未納者に対して学校給食費支払

い請求権は、学校長個人と保護者との契約と考え

られるため、町長名義での法的手段がとれない。

また、学校や学校長は、行政機関の一部署であり、

法的主体性がないから学校及び学校長名義での法
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的手続もとれません。学校給食費未納者に対して

は、校長個人名義での請求しかできない。②、学

校給食会計の不足は、公的予算から補填できない

建前のため、給食のレベルを下げることになる。

学校給食会計の不足によると思われる給食メニュ

ーの変更は、ことしの２月と３月に町内の小学校

で現実に起こっています。③、学校給食の徴収費

用や人件費用は、本来校長が私的に集めた給食費

から支出されなければなりませんが、曖昧である。

④、給食会計を行う上には一定の知識と過誤を防

ぐための監査が必要であるが、学校はそのような

体制になっていない。また、町内の小中学校では

ありませんが、会計を一部の教職員に任せたまま

にした結果、不正な経理が行われ、後から問題に

なる事例がある。以上の観点から、学校給食費を

私費として扱うことは問題があると考えます。 

 学校給食を公会計にする効果は、①、町の予算

会計制度の中で町と保護者との間の金銭授受の適

正化が図られる。②、給食費負担の公平性、会計

の透明性の確保ができる。③、督促業務等が町に

移管することにより学校事務の軽減が図られ、教

職員の時間的負担や精神的負担が軽減できる。④、

児童手当支給時と同時引き落としであれば、手当

の趣旨にかなうとともに、負担感の軽減につなが

る等、大きな効果があると考えられます。 

 学校給食の歴史からすると、貧困児童に対する

給食の提供という趣旨は、現在も生活保護法や学

校教育法に受け継がれているが、他方その他の児

童生徒に対する学校給食の提供については、学校

給食法の改正により食育の観点が加味されたほか

は大きな変更はなく、学校給食費については昭和

29年の学校給食法制定前から定めがありません。

そのため学校給食法は、学校給食を私費会計とす

ることを容認していると思いますが、その結果と

して各学校で私費会計として会計処理せざるを得

ないと考えます。学校給食費の公会計化について

教育長はどのように考えておられるのかお尋ねい

たします。 

〇教育長（佐々木 隆君） 16番、藤野議員のご

質問に答弁申し上げます。 

 学校給食につきましては、学校教育活動の一環

として、児童生徒が食に関する正しい知識と望ま

しい食習慣を身につける上で重要な役割を果たし

ていることから、学校給食法の規定により食材等

に係る費用については、保護者にご負担をいただ

きながら実施をしているところであります。以下、

ご質問にお答えいたします。 

 学校給食費の公会計化に関するご質問でござい

ますが、2016年度において文部科学省が実施した

調査結果では、全国の約60％の自治体が私会計と

して給食費を学校で徴収し、管理している状況で

ございます。現在本町におきましても給食費につ

きましては、私会計としてそれぞれの学校におい

て徴収し、管理されているところでありますが、

給食に関する業務につきましては学校職員にとり

まして業務量も多大となることから、その業務を

補助する事務職員を配置し、行っているところで

あります。 

 教育委員会といたしましては、全国の約40％の

自治体が公会計に移行されている状況や平成30年

度には文部科学省において給食費の徴収方法に関

するガイドラインが策定される予定であると伺っ

ておりますので、その状況を見きわめながら、今

後公会計への移行に関する課題について検討して

まいりたいと考えておりますので、ご理解願いま

す。 

〇16番（藤野博三君） 教育長の今の答弁では、

文科省が今確かにガイドラインをつくると。これ

は、９月か何かの毎日新聞にもたしか報道されて

いたと思うのですけれども、林文科大臣が記者会

見でそのことを述べたわけなのですけれども、そ

もそも学校の給食費については、これは担当所管

庁は文科省かもしれないけれども、総務省から何

度も何度もクレームをつけられているのです。学
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校給食費は公金であると。公金であるということ

は、文科省も認めているのです。予算の要求があ

ったときに、自治労との話し合いの中でもそれは

はっきり認めているのです。だけれども、公金で

あるが、私費会計として扱っていいというのがそ

れが総務省でもよくわからないと。総務省は、何

度も地方自治法に違反していますよということを

言っているのです。これは、平成11年なんかにも

そういう話が文部科学省と総務省の間でもあった

はずなのです。それはちゃんとしてくれと。自治

法の解釈するのは、文科省ではなくて我々総務省

だと話をしているのです。文科省自体がいろいろ

な報道を見ても何か筋が通らない。今まで一般質

問の中にも述べたけれども、もともと昭和32年と

いう古い話で、北海道教育委員会がどういうふう

に扱ったらいいのですかということで当時の文部

省にお伺いを立てたのです。そのときの文部省の

通知というか、通達として私費で扱っていいです

よと。同じことを翌年福岡市の教育委員会もそれ

を文部省に尋ねたと。そうしたら、教科書代と一

緒だから、その当時は教科書代がまだ有料だった

から、教科書代と一緒だと、同じ扱いでいいと。

それがずっと今まで学校給食が私費の会計とし

て、要するに学校長の責任でお金を集めてやって

きたということなのです。 

 今教育長が言った新聞報道にしたって、これこ

としの９月で、参議院の総務委員会でこの件につ

いて初めて、国会本会議ではないけれども、総務

委員会で発言した議員さんがいるのです。今教育

長が言ったとおり、ほぼ４割近い学校が公会計と

して扱っていると。文科省の統計見ると、１年間

で4,400億円くらいの給食費ってあります。統計見

ればそういうふうになっていますから。そのうち

の約3,000億円くらいが私費会計で扱われている

のです。これはおかしいのでないのかなというこ

とは参議院の総務委員会でも、なぜ学校関係の委

員会でなくて総務委員会でこの話が出たのか私も

よくわからないけれども、その場には文科省の審

議官、名前はあれですけれども、審議官がいらし

て答弁しているのです。そこの中で、さっきの教

育長の答弁にもあったとおり、学校給食の実施に

係る経費についても食材費を含めて公会計化を進

めるとともに、徴収、管理等の業務を地方自治体

がみずから業務として行うよう地方自治体の会計

ルールや徴収管理システム、これは今言った恐ら

くそれらも構築するということだと思うのですけ

れども、環境整備しつつ地方自治体を所管する総

務省ともよく連絡してと。今ごろでなくて、もう

何年も前からそういうふうに総務省から指摘され

ているわけだから、文科省としてもその対応を進

めてまいりたいというような答弁しているので

す。だから、その辺考えれば、総務省は初めから

これは地方自治法違反しているのだということを

何回も今の文科省に申し入れているわけだから、

ようやくそういうふうになったかと。現実に今教

育長も言われたとおり４割方の学校が公会計にし

ている。例に出して大変申しわけないけれども、

自治基本条例の制定町村より多いのです、公会計

にしているまちのほうが。だから、１つ教育長に

お尋ねしたいのは、それ今まで検討しなかったの

か、検討してきたのかということをまず１つ伺い

たい。 

 ようやく遅きに失して文科省がそういう形で扱

いたいというようなことを参議院の総務委員会で

はっきり言っている。これは、いろいろな学校の

先生方も含めて歓迎すべきことだということで、

大変喜んでいるというのはちょっと言い方が悪い

かもしれないけれども、そんなようなコメントも

たくさん出ています。 

 なぜ公会計にしなさいということは、いろいろ

な問題があります。予算委員会でも滞納の件につ

いてもちょっと質問があって、答弁したこともあ

ると思うのですけれども、そのようなこと、滞納

の問題、でも一番問題になっていること、教職員
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の学校給食運営するための負担感、それは精神的

にも肉体的にもその負担感が非常に重い。次には、

さっきから言っているように公会計、私費会計な

のかと、大変問題含んでいるのです。そして、こ

の近辺でも北広島市が今年度から公会計で始めた

のです。大きなまちで、福岡とかああいうところ

は早くから始めて、9,000万円もするシステムを組

んでやっているから、これは余市ではなかなかな

かったけれども、今は170万円くらいの金額でもそ

のシステムは組めると。会計処理のシステムです。

当初はちょっとシステム導入したり、また教育長

の言われたように職員が学校職員ではなくて教育

委員会か、役場の職員にちょっと負担がかかって

くるという可能性もあるけれども、ある程度うま

くいけば、運用されればそんなに負担感はなくで

きるのかなと。 

 公会計にして一番いいのは、未納の問題です、

給食費不払い。数年前の吉田浩一議員の質問の中

にも何百万円というその当時は未納金が残ってい

た、積み重ねで、累計で。給食費というのは、言

い方悪いけれども、割り勘なのです。自分たちみ

んなで食べて、みんなでお金を払おう。よく教育

委員会の人たちも言うのだけれども、払わないか

らといって子供たちに給食食べさせないというわ

けにはいかないと。それはそうだと思うのです。

ただ、そうであればどこかからかその金を負担し

なければだめなのです。中には、余市町はちょっ

とわからないけれども、学校の先生が、校長先生

がポケットマネー出したとか、給食に関連してい

る先生がポケットマネーを出したとかという話も

よく報道されています。それを公会計に組み込ん

でしまえばその辺も若干、要するにちゃんと払っ

ている親が不公平感を感じないと。これはやっぱ

り非常に大事なことです。だって、余市だって私

の拙いあれでざっと計算したら7,000万円前後の

お金は給食費として動いていると思うのです。小

さなお金でないと思うのです。だから、その辺の

管理をまずきちんとするためには、やはり公会計

にしたほうがいいのかなと。 

 あと、もう一つは、決算の問題です。今どうい

う形で父兄に決算報告がなされているかどうかわ

からないけれども、余市町の中で7,000万円だか

ら、学校によってはもう少し規模の小さい学校も

あるけれども、ただその決算報告がどんな形でな

されているのか、これももしわかれば答弁してい

ただきたいと思います。 

 そして、その決算がなされて、欠損金が生じた

場合はどんな形になっているのか。また、余剰金

が生じた場合はどんな形になっているのか。法律

家はほとんど足りなかったら集めろと、保護者か

ら。余ったら保護者に返しなさいというような法

律家の方が多いです、給食の専門家の方々。これ

今までどういうふうな形になっているのか。未払

いの今までの累積これからどういうふうに処理す

るのか。 

 今私一番思ったのは、私はうちの教育委員会も

結構考えているのだなと期待を込めて今回質問し

たのです。これは、教育委員会ばかりでなく、本

来町長にも質問したかったのだけれども、今回初

めての質問だからと思って、まず教育委員会、所

管の部署である教育委員会からまず質問をしない

とだめかなと思って、今回は教育長に対して質問

したのです。だって、今余市の町でこの学校給食

に対する不満って結構父兄持っています。恐らく

私の耳に入ってくるということは、ほかの議員さ

んの耳にも入っているかもしれないし。 

 一番疑問は、さっきも言ったとおり、決算の監

査がどういう形でされているのか。恐らく会計の

責任者は校長先生だと思うのですけれども、まさ

か会計の責任者が監査やるわけにいかないし。学

校に関するところや自治法に関するそれぞれの学

者や専門家は、もしＰＴＡの役員が監査に入って

いたら、これは個人情報の関係とか、それから公

平の関係からはふさわしくないという方が多いの
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です、私が調べた中では。それでもいいですよと

いう方はほとんどいない。ただ、給食の決算書を

公開しているまちでは、保護者ですと書いてある

だけで、個人情報の関係で保護者の名前は書けま

せんと書いているところもあるのです。だから、

その辺の決算の監査がどういうふうになっている

とか、監査の詳しいことはいいですけれども、そ

の辺ももし答弁できたらぜひ答弁していただきた

いと。 

 今何かいろいろ言い過ぎて、教育長もなかなか

整理しづらいところもあるかもしれないですけれ

ども、その辺まとめてでもいいですからご答弁お

願いしたいと思います。 

〇教育長（佐々木 隆君） 16番、藤野議員から

の再度のご質問にお答え申し上げます。 

 まず、学校給食費の公会計化ということで教育

委員会として検討してきたのかという部分でござ

いますが、私この４月から教育長となりましたけ

れども、以前からこの部分については具体的には

検討はしてきてはいないという状況でございま

す。 

 また、決算の方法といいますか、私費会計とし

て学校長という部分で給食費を保護者から徴収

し、監査につきましては保護者、ＰＴＡの中から

監査委員を選任をして、ＰＴＡ総会の中でその状

況を報告をするということでございます。また、

余剰金なり、欠損が出た場合については、欠損が

出るような状況であれば全体的な食材で調整をし

たり、あるいは余るようであれば何かデザートを

ふやしていくような方向で対応しているというよ

うな状況でございます。 

 全体的に国におけるその動き、議員おっしゃる

とおり、総務省においても公会計化すべきだとい

う方針、また文科省においても公会計に向けて取

り組むべきだというような方針も示されておりま

す。そういった中で、全国的には60％ですか、ま

だ私費会計ということでございますけれども、流

れとすれば公会計化のほうへかじを切っていかな

ければならないのかと。未納者に対する滞納対策、

こういった部分についても事務処理的なものは事

務職員等もやっておりますけれども、教員の負担

についてもその未納者に対するお支払いのお話を

させていただいたり、そういったものはかなり時

間的、そしてまた精神的な議員おっしゃるように

負担というものは感じているのかなというふうに

思います。すぐにこれを取り組むかとなると、30年

度にガイドラインも出るという予定でございます

ので、そういった部分も見きわめ、参考としなが

ら準備を進めてといいますか、研究もして、検討

もしていきたいというふうに思っております。 

〇16番（藤野博三君） 準備を進めていきたいと

いうことですので、これがもしやるとなったとき、

例えば１年や２年でできることでないと思うので

す。移行期間もあるだろうし、近くの北広島市に

したってそれなりの時間をかけてやってきたこと

なのです。 

 だけれども、私がこの質問をしないとだめだな

と思ったのは、ことしの２月に、黒川小学校です、

早い話が。そこで未納なのか、それとも食材費の

高騰と文書出ています、校長から。でも、父兄は

誰もそういうふうに思っている人はいません、多

分。ＰＴＡの役員でもそういうふうに思っている

人は少ないと。それだけではないのでないかと。

もし給食費の高騰だけであれば、もっと規模の小

さい沢町小学校とか西中でなぜ起きないのだと。

一番規模のでっかい黒川小学校でそういうことが

あった。誰かが例えばお金をどこかにやったとか、

そういうことではないのです。全体の取り扱いの

中で何か問題があるのでないかと。その相談は、

私も何人かから受けたのです。一番先にやり玉に

上げられたのは、その人たちもわかって言ってい

るわけでないのだけれども、未納者が多いのでな

いのかと。ただ、この間の答弁だと、そんなに特

別多いわけではないと。要保護とか準要保護の方
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も今直接給食費を教育委員会から学校に支払いで

きるようなシステムになっているわけだから、た

だ問題はその補助を得ている生徒でなくて、補助

があるのを知らない、または保護者が子供が本来

は補助を受けるべき階層にあるのにかかわらず申

請していない子供もいるのではないか。だから、

これは教育委員会としても学校としてももう少し

その辺家庭の経済状況をきちんと把握しながら、

保護者に相談を持ちかけるとか、来るまで待つの

でなくて、そういうこともすべきでないかと。こ

れは、保護者の方も言われていたし、私もそう感

じるのです。それも公会計化になれば大分やりや

すくなるのかなと。 

 現実に今余市の場合は、児童手当から給食費を

強制徴収とまでは言わなくても任意で申請があれ

ばできるというようなシステムになっていないで

すよね。そういうふうになっているのですか。そ

の辺についても尋ねておきたいなと思います。 

 今一番問題になってきているのは、余市の場合

はまだ低いかもしれないけれども、もっと４％、

５％、それ以上の未納がある自治体もあるのです。

ただ、さっきも言ったとおり、割り勘の中で一人

でもそういう人がいれば、その人のために食材が

減るわけです。それは、教育長が言われたとおり、

カロリーは変わりないよと。でも、おいしいもの

とおいしくないものあるではないですか。恐らく

例えば給食費が若干足りなくなったりすれば、カ

ロリーは変わらないけれども、食材を変えるとい

うのはそういうことだと思うのです。だから、そ

ういうお金を集めるシステムを構築するためにも

私は公会計というものを取り入れれば、恐らく町

長部局に対してもいろいろな負担が出てくるとい

うのは間違いないと思います。そこら辺の人に対

しても、今校長は裁判にかけられないのです。年

間５万円かそこらで裁判にかけるとかという話も

これはなるかもしれないけれども、校長では裁判

できないのです。教育長も裁判できないのです。

裁判できるのは町長だけなのです。ただ、やはり

給食費というか、給食の不公平感というのは、現

実にすごくあると。恐らく役場職員の中にも子供

を持っている職員がたくさんいるわけだから、そ

の辺の話は多分聞いている人もいるかもしれな

い。だから、私は、これは町長部局とよく相談し

ながら、今ようやく文部科学省も重い腰を上げて、

30年度予算にそれを盛り込みたいというような話

をして、ただこれからは国会で答弁していること

だから動いていくのかなと。ただ、こんなこと言

えば大変教育委員会に申しわけないけれども、あ

る程度そういうものが余市だって問題がないわけ

でないから、よりよい給食の提供のためにどうし

たらいい、考えていないということはないと、考

えているのですけれども、多分。ただ、それが形

になってあらわれてこないと、学校給食、これ何

人かといったら結構多いのです。1,300人弱くらい

いるのです、学校給食食べている小中学生は。決

算の資料見て書いたので、1,278人と書いてありま

すので、３月31日の時点で。これに教職員も給食

食べれば給食費払っていますよね。それ合わせる

と多分１人５万1,000円で計算しても7,000万円超

えるのです。そういう大きなお金が私費会計の中

で、校長先生１人でないからあれだけれども、そ

れだって1,000万円以上のお金を扱っているわけ

です。それは、余市町はたまたまないかもしれな

いけれども、1,600万円ぐらい使い込んだ先生もい

ると。余市でそんなことしたら大変なことになっ

てしまいますけれども。だから、会計の明朗化と

いうのは、これ公会計にすると議会の目が届くの

です、必ず。その場所はどこに上がってくるのか、

10款の教育費で上がってくるのか、その辺はちょ

っと私もわかりませんけれども、そういうことを

考えれば、さっき監査の件も言ったけれども、だ

ってほとんどの法律家、日弁連もよろしくないと

言っているのです、ＰＴＡの役員とかに監査をお

願いするということは。会計監査だけであればい
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いけれども、業務監査も含めてくれば、やっぱり

一番心配しているのは個人情報が漏れる可能性が

あると。だから、そのまちによっては、ここにも

資料もあるのだけれども、公認会計士とかに監査

を頼んで、また弁護士さんに監査を、たまたま父

兄の中に弁護士さんがいて、弁護士さんに監査を

お願いしているというまちもたくさんある。だか

ら、今文科省がやるから、それを見られてでなく

て、文科省も来年から予算つけて何とか動くとい

うような話をしているが、ただ別にそのシステム

構築するために文科省からその予算が余市に来る

かどうかはわからないです。また、そんなに大き

な金額でないから、多分自分たちの実務構築する

ための予算だと思うのだけれども。だから、教育

長も確かに新しくなられたのだから、ぜひその辺

は力を入れて、そして町長部局とも相談しながら、

私はそういう形で進めていけないのかなと、再度

同じようなことを質問しているけれども。その辺

もし決意があったら、ぜひ教育長にもう一度答弁

お願いしたいと思います。 

〇教育長（佐々木 隆君） 16番、藤野議員から

の再度のご質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。 

 まず、児童手当支給時に天引きが可能かどうか

という問題でございますけれども、私費会計は無

理でございますけれども、公会計化になりました

ら、そこは町長部局とも相談されて、全国的にも

取り組んでいる自治体もあろうかと思いますの

で、それは保護者の同意をとった中で可能かなと

いうふうには思います。 

 また、るる公会計化にすべきという部分、メリ

ット、デメリット、デメリットといいますか、準

備に対するいろいろな整理という部分でございま

すけれども、メリットとすれば今議員おっしゃら

れたような部分があろうかと思います。未納対策

も含め、さらには教員の負担軽減、そういった部

分を含め、また公会計化にすることが望ましいと

いうるる今ご説明ありましたように、国のほうも

そういったかじを切っているわけでございますか

ら、重ねての答弁で大変恐縮ではございますけれ

ども、ガイドラインも30年度出る予定でございま

すので、そういったもの十分中身を検討し、そし

て自治法の第210条ですか、そこの部分にも十分配

慮しながら、十分検討していきたいというふうに

思っておりますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

〇議長（中井寿夫君） 藤野議員の発言が終わり

ました。 

 次に、発言順位３番、議席番号10番、野崎議員

の発言を許します。 

〇10番（野崎奎一君） 平成29年第４回定例会開

催に当たり、さきに提出しました質問につきご答

弁のほどよろしくお願いいたします。 

 防災・減災情報の住民通知についてお尋ねいた

します。災害時、また災害予防の住民に対する通

知は、住民の安全を守るためにも重要なことだと

思います。現在多くの地域で行政防災無線を活用

されているところがありますが、防災情報がなか

なか住民に行き渡っていないという問題がありま

す。防災情報は、全ての住民に届ける必要があり

ます。住民がわかりやすい方法で住民の命と生活

を守るためにも使いなれた固定電話や携帯電話を

使用した音声一斉配信サービスの使用に向けて取

り組んではどうでしょうか。お考えをお伺いいた

します。 

〇町長（嶋  保君） 10番、野崎議員のご質問

にご答弁申し上げます。 

 ご質問の防災・減災情報の住民に対する通知に

ついてですが、現在本町において災害等の発生、

または発生のおそれがある場合には、広報車によ

る伝達や町ホームページへの掲載、携帯電話への

緊急速報メールの配信、マスコミへの情報提供に

よるテレビ、ラジオからの伝達、さらには区会へ

の連絡や戸別訪問などにより情報伝達を行うこと
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としております。 

 災害時等における町民への情報伝達手段の確保

は、重要課題の一つであるということを認識し、

現在防災無線の整備に向け、防災無線整備済み自

治体の視察や防災無線取り扱い業者から無線シス

テムの内容や概算整備費用を確認するなどの詳細

な情報の収集を行っているところでございます。

防災無線につきましては、多様な無線システムが

ありますことから、それぞれの長所、短所を比較

検討していくとともに、ただいま議員から提言の

ございました固定電話や携帯電話を活用した音声

一斉配信サービスについてでございますが、茨城

県龍ケ崎市においては、災害時の同報伝達手段と

して防災行政無線以外にメール配信サービスやホ

ームページなどのインターネットを活用した周知

方法を行っておりましたが、インターネット環境

が整っていないなどの理由で防災情報が十分にわ

たっていないという課題があったため、本サービ

スを導入されたと伺っており、こういった先進的

事例も含め研究調査を行い、本町に最も適した町

民に確実に情報が伝わる手段の検討を進めてまい

ります。 

〇10番（野崎奎一君） 取り組みを進めていると

いう答弁いただきまして、ぜひとも100％というの

はなかなか大変かもしれませんけれども、一人で

も多くの方が安心して暮らせるような形で取り組

んでいただきたいと思います。 

 行政防災無線ですか、使っているところ、なか

なか聞こえない部分もあると聞いていましたの

で、特に近年大雨による崖崩れ、また水害等の家

の中にいてもかなり音が大きくてなかなか気がつ

かない部分、せっかく連絡しても住んでいる方の

耳に入っていない、そういう非常にジレンマとい

うか、せっかく一生懸命やっていても届かないと

いう部分もありますので、そういうことのないよ

うに、今実際にやられているところのまちの事例

等を聞きながら取り組んでいるようですけれど

も、取り組んでいただきたいと思います。 

 余市も高齢者の方がだんだんふえてきまして、

先ほど言いましたようになかなか最新の機械を使

い切れない。電話であれば常にさわっていますの

で、それも検討していると聞いております。ぜひ

災害起きてからではなく、起きる前に何とか手を

打っていただきたいと思います。 

 余市も幸い大きな災害は近年起きていませんけ

れども、地域によって起きる自然災害の形が違う

のではないかなと思いますので、地域ごとに流せ

るような、そういうものもあると聞いております

ので、その辺も検討しながら、ぜひすばらしいも

のをつくっていただいて、ほかのまちから見に来

られるような、そういう見本になるような住民第

一の防災、減災に向けての施設をつくっていただ

きたいなと思います。 

 どちらにしましても、実際に災害起きてから幾

ら悔やんでも尽きませんので、その辺は十分に実

感していると思いますので、一日も早い取り組み、

実施に向けて取り組んでいただきたいと思いま

す。 

 答弁はよろしいですけれども、しっかりまた取

り組んでいただきたいと思います。終わります。 

〇議長（中井寿夫君） 野崎議員の発言が終わり

ました。 

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会いたしたい

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、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、明15日は会議規則第８条の規定に基づき、

午前10時から議会を再開いたします。 

 本日はこれにて延会いたします。 

延 会 午後 ２時４２分 
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