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 平成２６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  午前１１時４９分 

 

                                                 

 

 〇招 集 年 月 日              

  平成２６年５月２７日（火曜日）      

 

 〇招 集 の 場 所              

  余市町議事堂               

 

 〇開     会              

  平成２６年５月２７日（火曜日）午前１０時 

 

 〇出 席 議 員  （１６名）       

  余市町議会議長 １７番 中 井 寿 夫 

  余市町議会副議長  ８番 佐 藤 一 夫 

  余市町議会議員  １番 野 呂 栄 二 

      〃      ２番 吉 田   豊 

      〃      ３番  井   潤 

      〃      ４番 藤 野 博 三 

      〃      ５番 溝 口 賢 誇 

      〃       ６番 岸 本 好 且 

      〃      ９番 彫 谷 吉 英 

      〃     １０番 野 崎 奎 一 

      〃     １１番 白 川 栄美子 

      〃     １２番 土 屋 美奈子 

      〃     １３番 中 谷 栄 利 

      〃     １４番 佐々木 正 江 

      〃     １６番 安 宅 俊 威 

      〃     １８番 吉 田 浩 一 

 

 〇欠 席 議 員  （１名）        

  余市町議会議員  ７番 近 藤 徹 哉 

 

 〇出 席 者              

  余 市 町 長  嶋     保 

    副    町    長  鍋 谷 慎 二 

    総  務  部  長  佐々木   隆 

  総 務 課 長  須 貝 達 哉 

  企 画 政 策 課 長  盛   昭 史 

  財 政 課 長  山 本 金 五 

  税  務  課  長  秋 元 直 人 

  総 務 部 参 事  干 場 隆 利 

  民 生 部 長  澤 谷 栄 治 

  町 民 福 祉 課 長  上 村 友 成 

  高 齢 者 福 祉 課 長  川 村   真 

  保 健 課 長  須 藤 明 彦 

  環 境 対 策 課 長  前 坂 伸 也 

  経 済 部 長  飯 野 徹 郎 

  農 林 水 産 課 長  堀 内   学 

  商 工 観 光 課 長  小 林 英 二 

  経 済 部 参 事  細 山 俊 樹 

  建 設 水 道 部 長  柳 田 義 孝 

  建 設 課 長  亀 尾 次 雄 

  まちづくり計画課長  滝 上 晃 一 

  下 水 道 課 長  近 藤   勉 

  水 道 課 長  久 保   宏 

  会計管理者（併）会計課長  岩 戸 宏 平 

  農業委員会事務局長  高 橋 良 治 

  教    育    長  中 村 寿 仁 

  学 校 教 育 課 長  小 俣 芳 則 

  社 会 教 育 課 長  松 井 正 光 
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  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  越 智 英 章 

  庶 務 係 長  枝 村   潤 

 

 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 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２５年度余市町一般会計補正 

      予算（第１１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２５年度余市町介護保険特別 

      会計補正予算（第４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２５年度余市町国民健康保険 

      特別会計補正予算（第４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２５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２５年度余市町公共下水道特 

      別会計補正予算（第２号））    

  第 ８ 議案第 １号 損害賠償に係る和解 

      及び損害賠償額の決定について   

  第 ９ 議案第 ２号 損害賠償に係る和解 

      及び損害賠償額の決定について   

  第１０ 議案第 ３号 平成２６年度余市町 

      一般会計補正予算（第１号）    

  第１１ 議案第 ４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26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16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、近藤議員は所用のため本日欠席の旨届け

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４件、

報告５件、他に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。 

 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５番、溝口議員、議席番号６番、岸

本議員、議席番号９番、彫谷議員、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。 

〇４番（藤野博三君） 平成26年余市町議会第３

回臨時会開催に当たり、５月23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８名の出席のもと、さらに説明員として鍋

谷副町長、佐々木総務部長、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。 
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 今期臨時会に提出されました案件は、議案４件、

報告５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25年度余市町一般会計

補正予算（第11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25年度余市町介護保険

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25年度余市町国民健康

保険特別会計補正予算（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25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25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８、議案第１号 損害賠償に係る和解及

び損害賠償額の決定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。 

 日程第９、議案第２号 損害賠償に係る和解及

び損害賠償額の決定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。 

 日程第10、議案第３号 平成26年度余市町一般

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11、議案第４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15日に小樽市で開催されました

平成26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

をいたしましたので、ご報告申し上げます。 

 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。 
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〇町長（嶋  保君） 損害賠償について行政報

告を申し上げます。 

 初めに、平成21年８月31日に発生いたしました

沢町児童館遊具事故に伴う損害賠償請求事件につ

いてでございますが、事故発生から訴訟提起まで

の経過につきましては平成24年余市町議会第３回

定例会におきまして行政報告をさせていただいた

ところでございます。その後札幌地方裁判所小樽

支部において平成24年11月５日、第１回口頭弁論

が行われて以降平成26年３月３日まで弁論準備手

続として原告、被告双方による証拠書類の提出や

主張、反論文書の確認などが行われてまいりまし

た。この間裁判所より和解案が示されており、平

成26年３月３日、原告側において同意する旨の意

向が示されたところでございます。本町といたし

ましては、児童の遊具使用上に起因する事故との

認識をいたしていたところでございますが、この

間の口頭弁論、弁論準備手続を進める中で遊具設

置者として一定の管理上の責任を有するものとの

判断などから、このたびの損害賠償額を200万円と

する裁判所からの和解勧試を受け入れる方針を決

定し、本議会に所要の議案を提案させていただく

とともに、ご報告を申し上げるものでございます。 

 このたびの事故を教訓として、遊具設置者とし

ての管理責任を真摯に受けとめ、町が管理する公

園施設等の安全点検を強化し、再発防止に努めて

まいりたいと存じます。 

 次に、平成24年６月14日に発生いたしました中

学校教諭による体罰事故に伴う損害賠償について

でございますが、本件は中学校教諭が体罰により

生徒に加療約13日間を要する右上腕打撲等の傷害

を負わせた事故に伴う損害賠償で、当事者である

体罰を受けた生徒と余市町が双方の委任弁護士事

務所を通じ示談交渉を行ってまいりましたが、損

害賠償額について一定の合意に至ったことから、

その概要につきましてご報告申し上げるものでご

ざいます。 

 事故の概要につきましては、体罰を受けた生徒

のクラス内において他の生徒のファイル等が一時

紛失した事案の発生を受け、担任教諭が事実関係

の確認を行った際強い指導となり、生徒に対し蹴

るなどの暴行を加え、加療約13日間を要する傷害

を負わせたものであります。 

 平成24年７月30日、保護者から余市警察署に被

害届、告訴が提出され、同年12月26日に当該教諭

に対し小樽簡易裁判所による略式命令が発せら

れ、平成25年８月28日には北海道教育委員会から

懲戒処分が発令され、１カ月間の給料10分の１を

減ずる行政処分を受けたところでございます。そ

の後保護者から依頼を受けた相手方代理人弁護士

からの体罰及び体罰をきっかけとした不登校に対

する慰謝料の請求が町に対しなされたことを受

け、平成25年11月25日、本町の代理人として弁護

士法人佐々木総合法律事務所と委任契約を結び、

相手方代理人弁護士と損害の範囲や損害額につい

て話し合いを重ねてまいりましたが、このたび体

罰に対しての慰謝料として損害賠償額100万円と

することで当事者間において一定の合意が整いま

したので、本議会に所要の議案を提出させていた

だくとともに、ご報告を申し上げるものでござい

ます。 

 体罰は、いかなる場合におきましても決して許

されるものではないとの認識を強く持ち、今後に

おきましては規律保持を徹底し、再発防止と信頼

される学校づくりに向けて誠心誠意努力してまい

る所存でございます。 

 今回の２件の事故に関しましては、ご本人、ご

家族のみならず、議員各位初め町民の皆様に多大

なご迷惑と町政及び教育行政の信頼を損ねました

ことに深くおわびを申し上げます。今後町民から

信頼される町政及び教育行政確立のため全力を傾

注してまいる所存でございますので、議員各位の

特段のご理解を賜りますようお願いを申し上げ、

行政報告といたします。 
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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） 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（山本金五君） 上程されました報告

第１号につきまして、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

25年度余市町一般会計補正予算（第11号）につい

て、同条第３項に基づき報告し、承認を求めるも

のでございます。 

 平成25年度余市町一般会計補正予算（第11号）

の内容につきましては、歳出におきまして寄附等

に伴う基金への積立金と国の補正予算による追加

交付分を含む普通交付税の財政調整基金への積立

金、各特別会計等の決算の確定見込みに伴う繰出

金等の精算による減額を行ったものでございま

す。また、歳入につきましては、普通交付税、寄

附金、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により調整を行ったもの

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26年５月27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26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25年度余市町一般会計補正予算（第11号）。 

 平成25年度余市町の一般会計の補正予算（第

11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272万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ84億6,719万7,000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。 

 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。３、歳出、２款総務費、１項総務管

理費、４目財産管理費、補正額1,070万1,000円、

25節積立金1,070万1,000円につきましては、寄附

による社会福祉施設等建設基金並びに余市町の未

来を担う人づくり基金への積み立てと各種積立金

の預金利子の積み立て、さらには平成25年度の普

通交付税のうち予算化されていない普通交付税の

財政調整基金への積み立て等でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、10目介護保険費、

補正額1,112万円の減、28節繰出金1,112万円の減

につきましては、介護保険特別会計の確定見込み

に伴う繰出金の減額補正でございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、９目後期高齢者

医療費、補正額230万6,000円の減、28節繰出金

230万6,000円の減につきましては、後期高齢者医

療特別会計の確定見込みに伴う繰出金の減額補正

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。

２ページをお開き願います。２ページ下段でござ

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44万

1,000円の減、１節地方揮発油譲与税44万1,000円

の減につきましては、額の確定見込みに伴う減額

計上でございます。 

 ２款地方譲与税、２項自動車重量譲与税、１目
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自動車重量譲与税、補正額962万9,000円の減、１

節自動車重量譲与税962万9,000円の減につきまし

ては、額の確定見込みに伴う減額計上でございま

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114万円の減、１節利子割交付

金114万円の減につきましては、額の確定見込みに

伴う減額計上でございます。 

 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240万9,000円、１節配当割交

付金240万9,000円につきましては、額の確定見込

みに伴う追加計上でございます。 

 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287万8,000円の減、

１節地方消費税交付金287万8,000円の減につきま

しては、額の確定見込みに伴う減額計上でござい

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68万円の減、１節地方

特例交付金68万円の減につきましては、額の確定

見込みに伴う減額計上でございます。 

 次のページをお開き願います。10款地方交付税、

１項地方交付税、１目地方交付税、補正額1,032万

8,000円、１節地方交付税1,032万8,000円につきま

しては、普通交付税の確定見込みに伴う追加計上

でございます。 

 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54万6,000円の減、１節交通安全対策特別交付

金54万6,000円の減につきましては、額の確定見込

みに伴う減額計上でございます。 

 16款財産収入、１項財産運用収入、２目利子及

び配当金、補正額８万3,000円、１節利子及び配当

金８万3,000円につきましては、各種基金の預金利

子の確定見込みに伴う追加計上でございます。 

 17款寄附金、１項寄附金、２目民生費寄附金、

補正額26万円、１節民生費寄附金26万円につきま

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。余市演歌クラブ様からの

５万円、法華寺寒修行ご一同様からの１万円、成

木紀子様からの10万円、中井博史様からの10万円

でございます。 

 ７目総務費寄附金、補正額３万円、１節総務費

寄附金３万円につきましては、余市町の未来を担

う人づくり寄附金でございます。寄附者のご芳名

を申し上げます。町外在住の星野伸雄様からの３

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。 

 20款諸収入、５項雑入、１目雑入、補正額52万

1,000円の減、１節雑入52万1,000円の減につきま

しては、北後志地区介護認定審査会事業町村負担

の確定見込みに伴う減額計上でございます。 

 以上、報告第１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
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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。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇高齢者福祉課長（川村 真君） 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

25年度余市町介護保険特別会計補正予算（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

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26年５月27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26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25年度余市町介護保険特別会計補正予算

（第４号）。 

 平成25年度余市町の介護保険特別会計の補正予

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5,351万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ23億4,502万7,000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、

７ページをお開き願います。７ページ上段でござ

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191万7,000円の減、９節

旅費１万円の減から13節委託料180万6,000円の減

までにつきましては、事務費及び介護保険システ

ム改修委託料の額の確定見込みに伴う減額でござ

います。 

 １款総務費、２項徴収費、１目賦課徴収費、補

正額13万3,000円の減、11節需用費７万9,000円の

減及び12節役務費５万4,000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伴う

減額でございます。 

 次のページをお開き願います。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91万4,000円の減、１節報酬55万4,000円の減

から14節使用料及び賃借料11万円の減までにつき

ましては、確定見込みによる介護認定審査会に係

る審査会委員の報酬、事務費等の経費の減額でご

ざいます。 

 ２目認定調査費、補正額163万6,000円の減、４

節共済費１万3,000円の減から13節委託料68万円

の減までにつきましては、確定見込みによる認定
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調査に係る事務費等の経費の減額でございます。 

 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1,409万5,000円

の減、19節負担金補助及び交付金1,409万5,000円

の減につきましては、給付費の額の確定見込みに

よる居宅介護サービス等給付費等の減額でござい

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860万

3,000円の減、19節負担金補助及び交付金860万

3,000円の減につきましては、給付費の額の確定見

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41万1,000円の減、12節役務費

41万1,000円の減につきましては、審査支払手数料

の額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、

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864万円の減、19節負担金補助及び交

付金864万円の減、２目高額介護予防サービス費、

補正額２万4,000円の減、19節負担金補助及び交付

金２万4,000円の減につきましては、高額介護サー

ビス等費におけるそれぞれの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17万円の減、19節負担金補助及び交付金17万円

の減並びに２目高額医療合算介護予防サービス

費、補正額１万7,000円の減、19節負担金補助及び

交付金１万7,000円の減につきましては、高額医療

合算介護サービス等費におけるそれぞれの給付費

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19万8,000円の減、19節

負担金補助及び交付金19万8,000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

286万1,000円の減、19節負担金補助及び交付金

286万1,000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７万9,000円の減、19節負担金補助

及び交付金７万9,000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、

それぞれ給付費の額の確定見込みに伴う減額でご

ざいます。 

 ３款地域支援事業費、１項介護予防事業費、１

目二次予防事業費、補正額1,056万7,000円の減、

11節需用費１万 3,000円の減から 13節委託料

1,028万円の減につきましては、事業委託料等各経

費の確定見込みによる減額でございます。 

 ２目一次予防事業費、補正額88万4,000円の減、

11節需用費 8,000円の減から 13節委託料 79万

2,000円の減までにつきましては、事業に係る経費

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、２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21万4,000円の減、１節報

酬８万円の減から12節役務費の３万円の減までに

つきましては、包括的支援事業費に係る各経費の

額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213万6,000円の減、11節

需用費5,000円の減から20節扶助費72万円の減ま

でにつきましては、任意事業に係る各経費の額の

確定見込みによる減額でございます。 

 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。４ページ上段でござ

います。２、歳入、１款保険料、１項介護保険料、

１目第１号被保険者保険料、補正額 3,029万

7,000円の減、１節現年度分特別徴収保険料

3,029万7,000円の減につきましては、特別徴収保
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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699万3,000円の減、１節現年

度分699万3,000円の減につきましては、介護給付

費に係る国庫負担金の額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237万5,000円、１節現年度分調整交

付金237万5,000円、２目地域支援事業交付金（介

護予防事業）、補正額286万3,000円の減、１節現

年度分286万3,000円の減、３目地域支援事業交付

金（包括的支援事業・任意事業）、補正額92万

9,000円の減、１節現年度分92万9,000円の減、４

目介護保険事業費国庫補助金、補正額 14万

7,000円、１節介護保険事業費国庫補助金14万

7,000円につきましては、それぞれ交付金の額の確

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1,012万7,000円の減、

１節現年度分1,012万7,000円の減並びに２目地域

支援事業支援交付金、補正額332万2,000円の減、

１節現年度分332万2,000円の減につきましては、

介護給付費及び地域支援事業費に係る交付金の額

の確定見込みによる減額でございます。 

 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435万7,000円の減、１節現年度分

435万7,000円の減につきましては、介護給付費に

係る道負担金の額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（介護予防事業）、補正額143万1,000円

の減、１節現年度分143万1,000円の減、２目地域

支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）、

補正額 46万 4,000円の減、１節現年度分 46万

4,000円の減につきましては、それぞれ交付金の額

の確定見込みによる減額でございます。 

 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４万5,000円の減、１節介護扶助費

委託金４万5,000円の減につきましては、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減額でございます。 

 次のページをお開き願います。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452万3,000円の減、１節現年度分452万3,000円

の減、２目地域支援事業繰入金（介護予防事業）、

補正額143万1,000円の減、１節現年度分143万

1,000円の減、３目地域支援事業繰入金（包括的支

援事業・任意事業）、補正額46万4,000円の減、１

節現年度分46万4,000円の減、４目その他一般会計

繰入金、補正額470万2,000円の減、１節事務費繰

入金470万2,000円の減につきましては、それぞれ

一般会計からの繰入金の額の確定見込みによる減

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、額の確定に伴う減額でございます。 

 ８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

1,591万7,000円、１節繰越金1,591万7,000円につ

きましては、繰越金の確定見込みに伴います補正

計上でございます。 

 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

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） 
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 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。 

                       

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（須藤明彦君） 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

25年度余市町国民健康保険特別会計補正予算（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保険給付費及

び介護納付金の確定見込みによります減額を行っ

たものであります。また、歳入におきましては、

国庫支出金等の特定財源の確定見込みによります

追加及び減額により調整を行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26年５月27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26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25年度余市町国民健康保険特別会計補正予

算（第４号）。 

 平成25年度余市町の国民健康保険特別会計の補

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2,327万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ30億2,622万1,000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。４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、補正額ゼロ円、

これにつきましては国庫補助金の確定見込み額を

国、道支出金に充当し、財源の組みかえを行った

ものでございます。 

 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1,315万1,000円の減、19節

負担金補助及び交付金1,315万1,000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948万8,000円の

減、19節負担金補助及び交付金948万8,000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、１目一般被



 

－39－ 

 

保険者高額療養費、補正額ゼロ円、これにつきま

しては超高額医療費共同事業交付金の確定見込み

額をその他財源に充当し、財源の組みかえを行っ

たものでございます。 

 ６款介護納付金、１項介護納付金、１目介護納

付金、補正額63万1,000円の減、19節負担金補助及

び交付金63万1,000円の減につきましては、介護納

付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ので、

２ページへお戻り願います。２ページ中段でござ

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4,531万

5,000円、１節療養給付費等現年度分4,210万

2,000円につきましては、療養給付費等負担金の確

定見込みに伴う追加計上でございます。２節介護

納付金分負担金114万6,000円につきましては、介

護納付金分負担金の確定見込みに伴う追加計上で

ございます。３節療養給付費等過年度分206万

7,000円につきましては、療養給付費等負担金の過

年度分の追加計上でございます。 

 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4,419万1,000円の減、１節普通

調整交付金3,966万8,000円の減につきましては、

普通調整交付金の確定見込みに伴う減額計上でご

ざいます。２節特別調整交付金880万円の減につき

ましては、特別調整交付金の確定見込みに伴う減

額計上でございます。３節介護納付金分調整交付

金427万7,000円につきましては、介護納付金分調

整交付金の確定見込みに伴う追加計上でございま

す。 

 ２目高齢者医療制度円滑運営事業費補助金、補

正額９万6,000円、１節高齢者医療制度円滑運営事

業費補助金９万6,000円につきましては、高齢者医

療制度円滑運営事業費補助金の確定見込みに伴う

追加計上でございます。 

 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922万円の減、１節

療養給付費現年度分交付金922万円の減につきま

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1,560万7,000円の減、１節普通調整

交付金2,136万3,000円の減につきましては、普通

調整交付金の確定見込みに伴う減額計上でござい

ます。２節特別調整交付金637万1,000円につきま

しては、特別調整交付金の確定見込みに伴う追加

計上でございます。３節介護納付金分調整交付金

61万5,000円の減につきましては、介護納付金分調

整交付金の確定見込みに伴う減額計上でございま

す。 

 12款連合会交付金、１項連合会交付金、１目超

高額医療費共同事業交付金、補正額33万7,000円、

１節超高額医療費共同事業交付金33万7,000円に

つきましては、超高額医療費共同事業交付金の確

定見込みに伴う追加計上でございます。 

 以上、報告第３号につきましてご説明申し上げ

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。 

（「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。 
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 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。 

                       

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（須藤明彦君） 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

25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26年５月27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26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25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25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729万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２億8,796万1,000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。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８万円の

減、11節需用費２万4,000円の減及び12節役務費５

万6,000円の減につきましては、一般管理費の確定

見込みに伴う減額計上でございます。 

 １款総務費、２項徴収費、１目徴収費、補正額

45万5,000円の減、11節需用費19万7,000円の減及

び12節役務費25万8,000円の減につきましては、徴

収費の確定見込みに伴う減額計上でございます。 

 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676万円の減、19節負担金

補助及び交付金676万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

に伴う減額計上でございます。 

 次に、歳入についてご説明申し上げますので、

２ページにお戻り願います。２ページ中段でござ

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478万4,000円の減、１節現年度分特別徴収

保険料478万4,000円の減につきましては、現年度
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分特別徴収保険料の確定見込みに伴う減額計上で

ございます。 

 ２目普通徴収保険料、補正額20万5,000円の減、

１節現年度分普通徴収保険料73万8,000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

に伴う追加計上でございます。２節滞納繰越分普

通徴収保険料94万3,000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

計上でございます。 

 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230万6,000円の減、１節事務費繰

入金230万6,000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

計上でございます。 

 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、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25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、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、下水道使

用料の収納見込みによる増額補正と建設事業費の

確定に伴う国庫補助金等の減額補正をし、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26年５月27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26年３月31日、余市町長、嶋  保。 
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 次のページをお開き願います。 

 平成25年度余市町公共下水道特別会計補正予算

（第２号）。 

 平成25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3,465万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ13億9,336万6,000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。 

 （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。 

 歳出よりご説明申し上げますので、４ページを

ごらん願います。３、歳出、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1,881万

7,000円の減、13節委託料531万1,000円の減、15節

工事請負費1,350万6,000円の減につきましては、

管渠整備事業及び処理場整備事業につきまして国

庫補助対象事業費の減額であります。 

 ２目施設管理費、補正額1,091万9,000円の減、

11節需用費590万5,000円の減、13節委託料501万

4,000円の減につきましては、実績による不用額の

減額であります。 

 ３款公債費、１項公債費、１目元金は、起債借

入額の確定に伴う財源の組みかえでございます。 

 ２目利子、補正額491万8,000円の減、23節償還

金利子及び割引料491万8,000円の減につきまして

は、公共下水道事業債の借り入れ利率の確定に伴

う長期債償還利子並びに一時借入金利子の減額で

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224万円、１節下水道受益者負担金に

つきましては、収納見込みによる増額であります。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目下水

道使用料、補正額221万7,000円、１節下水道使用

料につきましては、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985万1,000円の減、１

節公共下水道事業費国庫補助金985万1,000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。 

 ６款諸収入、２項雑入、１目雑入、補正額234万

円、１節雑入234万円につきましては、処理場設備

更新工事により発生いたしました撤去機材の電線

類や鋼材スクラップ等の売払収入であります。 

 ７款町債、１項町債、１目公共下水道事業債、

補正額3,160万円の減、１節公共下水道事業債

3,160万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の借入額の確定による減

額であります。 

 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５億210万円、補正後限度額

４億7,050万円、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



 

－43－ 

 

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。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時０３分 

                              

再開 午前１１時１３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８、議案第１号 損

害賠償に係る和解及び損害賠償額の決定について

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町民福祉課長（上村友成君） ただいま上程さ

れました議案第１号 損害賠償に係る和解及び損

害賠償額の決定について、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のは、平成21年８月

31日に発生いたしました余市町沢町児童館敷地内

に設置していた遊具による事故に係る損害賠償の

和解及び損害賠償額の決定についてであります。

本件につきましては、平成24年４月、原告等代理

人弁護士から国家賠償法に基づき損害賠償を請求

するとした内容の通知を受けて以降、平成24年

11月５日の第１回口頭弁論から平成26年３月３日

の弁論準備手続までの間、計10回にわたり札幌地

方裁判所小樽支部において手続等を行ってまいり

ましたが、このたび原告側より裁判所の和解勧試

に応じる旨の表明がございましたことから、余市

町といたしましても委任弁護士事務所とも相談の

上、和解金額を含め、相当であると判断するに至

ったところから、裁判所からの和解案を受け入れ

ることといたしたく、地方自治法第96条第１項第

12号及び第13号の規定に基づき和解及び損害賠償

額についてのご決定を賜りたく、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１号 損害賠償に係る和解及び損害賠償

額の決定について。 

 余市町沢町児童館敷地内において発生した遊具

事故による損害賠償について次のとおり和解し、

及び損害賠償の額を定めたいので、地方自治法第

96条第１項第12号及び第13号の規定により、議会

の議決を求める。 

 平成26年５月27日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをお開きください。 

 記。 

 １、和解の相手方、住所、・・・・・・・・・

・・・・、氏名、・・・・、法定代理人親権者父、

・・・・。 

 ２、和解の要旨、余市町は民事訴訟法第89条の

和解勧試に従い、和解の相手方に対し余市町沢町

児童館遊具事故に係る損害賠償金200万円を支払

うものとする。 

 ３、事故の概要、（１）、事故の発生年月日、

平成21年８月31日。（２）、事故の発生場所、余

市郡余市町富沢町３丁目46番地、余市町沢町児童

館敷地内。（３）、事故の内容、事故当時小学校

５年生であった原告である男児は、平成21年８月
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31日に余市町沢町児童館敷地内に設置していた遊

具にて遊んでいた際、転倒し、遊具との衝突によ

り右大腿骨骨折等のけがを負ったものである。 

 なお、参考資料といたしまして平成25年５月

27日に裁判所より示されております和解案を添付

してございますので、ご高覧いただきますようお

願い申し上げます。 

 以上、議案第１号 損害賠償に係る和解及び損

害賠償額の決定について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 損害賠償に係る和解及び

損害賠償額の決定については、原案のとおり可決

されました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第９、議案第２号 損

害賠償に係る和解及び損害賠償額の決定について

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

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 損害賠償に係る和解及び損害賠

償額の決定について、提案理由のご説明を申し上

げます。 

 今回ご提案申し上げましたのは、平成24年６月

14日に発生いたしました中学校教諭の体罰事故に

よる損害賠償に係る和解及び損害賠償額の決定に

ついてであります。本件につきましては、事故に

より傷害を負われました生徒の委任弁護士事務所

から体罰及び体罰をきっかけとした不登校に対す

る慰謝料の請求を受け、余市町では平成25年11月

25日、弁護士法人佐々木総合法律事務所と委任契

約を結び、相手方弁護士事務所との間で示談に向

け交渉を行ってまいりましたが、このたび一定の

合意が整いましたことから、地方自治法第96条第

１項第12号及び第13号の規定に基づき和解及び損

害賠償額についてご決定を賜りたく、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２号 損害賠償に係る和解及び損害賠償

額の決定について。 

 中学校教諭の体罰事故による損害賠償について

次のとおり和解し、及び損害賠償の額を定めたい

ので、地方自治法第96条第１項第12号及び第13号

の規定により、議会の議決を求める。 

 平成26年５月27日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをお開きいただきたいと存じます。 

 記。 

 １、和解の相手方、住所、・・・・・・・・・

・・・・・・、氏名、・・・・。 

 ２、和解の要旨、余市町は和解の相手方に対し

体罰事故に係る損害賠償金の支払い義務があるこ

とを認め、100万円を支払うものとする。 

 ３、事故の概要、（１）、事故の発生年月日、
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平成24年６月14日。（２）、事故の発生場所、余

市郡余市町朝日町71番地、余市町立東中学校内。

（３）、事故の内容、平成24年６月14日に体罰を

受けた生徒のクラス内において、他の生徒のファ

イル等が一時紛失した事案の発生を受け、担任教

諭が事実関係の確認を行った際、強い指導となり、

生徒に対し蹴るなどの暴行を加え、加療約13日間

を要する傷害を負わせたものである。 

 以上、議案第２号 損害賠償に係る和解及び損

害賠償額の決定について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。 

〇18番（吉田浩一君） ちょっと１点だけお願い

します。 

 今回提案されたその被害を受けた方というの

は、未成年ですよね。先ほどの議案１号のときは、

要するに本人と法定代理人という２人の名前が出

ていました。今回は、和解の相手方というのが１

人しか名前出ていないのですけれども、先ほどの

町長の行政報告の中では保護者から依頼を受けた

相手方弁護士というふうになっています。それで、

この和解の相手というのは、この体罰を受けた本

人なのですか、それとも保護者なのでしょうか、

どちらなのでしょうか。 

〇総務課長（須貝達哉君） ただいまの18番、吉

田議員からのご質問にお答えをさせていただきた

いと思います。 

 初めに、相手方の部分でございますけれども、

議案第１号につきましては親権者の部分がついて

ございましたけれども、今回の部分についてはつ

いていないということの関係でございますけれど

も、これについては訴訟の段階で・・・・君と法

定代理人親権者の父の・・・・さん連名で訴訟に

かけてございますので、私側からとすれば和解の

相手方としては基本的に訴えをされた２名の両者

の方が相手方と考えております。 

 さらに、今回の・・・・君の関係でございます

けれども、これにつきましては当初弁護士から来

ております文書には相手方の保護者の方について

も心配をされてという表現がございまして、ご一

緒に弁護士のほうに相談に行かれているようであ

りますけれども、訴えとしては・・・・君がご本

人、相手方となっておりますので、ご理解をいた

だきたいと存じます。 

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、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

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 損害賠償に係る和解及び

損害賠償額の決定については、原案のとおり可決

されました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第10、議案第３号 平

成26年度余市町一般会計補正予算（第１号）を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 
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〇財政課長（山本金五君） ただいま上程されま

した議案第３号 平成26年度余市町一般会計補正

予算（第１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、ただいま議決を賜りました議案第１号並びに

議案第２号にかかわる損害賠償金と本件に係る訴

訟及び委任弁護士事務所への委託料の補正計上、

住宅改修補助制度に係る補助金の増額補正計上、

さらには独立行政法人日本スポーツ振興センター

の地方公共団体スポーツ活動助成事業として採択

を受けました小型ジャンプ台購入のための備品購

入費の計上を行ったものでございます。 

 歳入につきましては、総合賠償責任保険金並び

にスポーツ振興くじ助成金の特定財源のほか、必

要となる一般財源について繰越金に求めて歳出と

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３号 平成26年度余市町一般会計補正予

算（第１号）。 

 平成26年度余市町の一般会計の補正予算（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2,248万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ81億4,248万9,000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26年５月27日、余市町長、嶋  保。 

 歳出からご説明申し上げます。末尾の２ページ

をお開き願います。２ページ中段でございます。

３、歳出、２款総務費、１項総務管理費、12目諸

費、補正額392万9,000円、13節委託料92万9,000円

並びに22節補償補填及び賠償金300万円につきま

しては、議案第１号でご決定賜りました遊具事故

和解に係る訴訟弁護士委託料60万5,000円、損害賠

償金200万円と議案第２号でご決定賜りました体

罰和解に係る委任弁護士委託料32万4,000円、損害

賠償金100万円の追加計上でございます。 

 ８款土木費、６項住宅費、２目住宅支援費、補

正額 1,100万円、 19節負担金補助及び交付金

1,100万円につきましては、住宅改修費補助金につ

きまして募集開始後早々に当初予算額に達し、そ

の後も追加要望が多く、本制度の目的を鑑み、

1,100万円を追加計上するものでございます。 

 10款教育費、５項保健体育費、２目ジャンプ台

管理運営費、補正額756万円、18節備品購入費756万

円につきましては、ジャンプ競技普及のため独立

行政法人日本スポーツ振興センターの地方公共団

体スポーツ活動助成事業の採択を受け、小型ジャ

ンプ台を購入するものでございます。 

 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。

このページの上段でございます。２、歳入、19款

繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額1,376万

円、１節繰越金1,376万円につきましては、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872万

9,000円、１節雑入872万9,000円につきましては、

歳出でご説明申し上げました損害賠償金並びに弁

護士費用につきまして本町が加入する総合賠償責

任保険の対象となることから、保険金 392万

9,000円と備品購入に係るスポーツ振興くじ助成

金480万円の追加計上でございます。 

 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。 

〇14番（佐々木正江君） 住宅の改修補助金のこ

とでお尋ねしたいと思いますけれども、当初予算

がすぐにいっぱいになったということと、それか
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らそれがその後追加の要望が多くてということが

理由なのですけれども、１回目のときの中身、内

容、それと今現在どのくらいの方が申し込みをさ

れようとしているのか、そこら辺のところをお聞

きしたいと思います。 

〇まちづくり計画課長（滝上晃一君） 14番、佐

々木議員からの住宅改修リフォーム補助制度に関

するご質問にご答弁申し上げます。 

 本年度の住宅改修補助制度につきましては、４

月14日より申し込みを開始いたしまして、受け付

けを開始してから約２時間ほどで当初予算に達し

たところでございますが、件数につきましては

55件で、そのときの工事費の総額は約9,100万円、

補助の予定額は大体980万円となっており、大体

9.24倍の工事費というような状況となっており、

追加受け付け分につきましては65件の件数という

ふうになってございます。 

〇14番（佐々木正江君） この制度、予想に反し

てというか、予想以上に多かったのではないのか

なというふうに思いますけれども、町内の皆さん

の声を聞きますと非常にこの制度が改修に踏み出

すきっかけになっているということなのです。そ

れで、65件ももう既にあるということではこれか

らさらにふえた場合、予算以上の場合はどのよう

にお考えになっているのかなと、今後の取り組み

についてお聞きしたいと思います。 

〇まちづくり計画課長（滝上晃一君） 14番、佐

々木議員からの再度のご質問にご答弁申し上げま

す。 

 追加受け付けの申し込みにつきましては、５月

８日から５月15日までの期間を限定しての申し込

み受け付けということで対応してございますの

で、現時点で65件ということで押さえているとこ

ろでございますので、今後ふえるということでは

ないということで考えておりますので、ご理解願

いたいと思います。 

 失礼しました。申しわけございません。今年度

につきましては、この申し込みをもって終了とい

うふうに考えておりますので、ご理解いただきた

いと思います。 

〇14番（佐々木正江君） 65件で申し込みが終わ

ったということなので、大体の工事費というのは

お幾らぐらいになっているのか、そこのところを

お尋ねしたいというふうに思います。 

〇まちづくり計画課長（滝上晃一君） 14番、佐

々木議員の再度のご質問にご答弁申し上げます。 

 これまで平成26年度に受け付けいたしました住

宅リフォームの総工事費につきましては、１億

7,300万円程度ということというふうに押さえて

おりますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇18番（吉田浩一君） ジャンプ台のことについ

てちょっとお尋ねいたします。 

 まず、具体的に何を購入されるのでしょうかと

いうのが１点です。 

 それと、これにかかわって歳入のほうなのです

けれども、スポーツ振興くじ助成金というのはい

わゆるｔｏｔｏだと思うのですけれども、まずそ

の480万円が来るというのは申請をして来るもの

なのですか、それとも勝手に来るものなのですか。 

 それと、去年だったと思うのだけれども、たし

かｔｏｔｏが主催している野球大会があったので

す。これが町営球場で行われていたということな

のだけれども、それをやることは別に悪い、子供

たちに対してやることは悪いとは思わないのだけ

れども、たしかこの関係で広報にも何かチラシが

入っていたような気もするし、子供たちがそうい

う大会に参加するということとそこのｔｏｔｏを

運営しているところとの教育委員会の関係という

のはどういうふうになっておられるのか、この辺

をちょっとお尋ねしたいと思います。 

〇社会教育課長（松井正光君） 18番、吉田議員

からの小型ジャンプ台に関しましてのご質問３点

ほどいただきましたので、ご答弁させていただき

ます。 
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 １点目、内容でございますが、この小型ジャン

プ台につきましては、現在笠谷シャンツェがＫ30、

30メートル級、竹鶴シャンツェが50メートル級で

ございます。冬につきましては、このほかに小さ

なジャンプ台を手づくりで職員がつくりまして、

そちらで小学生低学年以下につきましては30メー

トル級はまだ早いということで冬には小さなジャ

ンプ台で経験をしていただきました。ただ、夏場

に余市町内ではサマージャンプ台は50メートル級

の竹鶴シャンツェしかないということがありまし

て、何とか夏場にも子供たちに練習や経験を積ん

でいただきたいということで、今回のスポーツ振

興くじ、いわゆるｔｏｔｏ、サッカーくじの補助

制度を見つけましたので、そちらに申請したとい

うことでございます。この小型ジャンプ台につき

ましては、Ｋ６、６メートル級ということですの

で、大人の初心者も飛べますし、小学生低学年も

安心して練習できるという体験も行えるジャンプ

台と考えてございます。大きさにつきましては、

高さが約４メートル、全長が約20メートル強、ま

た幅が３メートルの小型ジャンプ台でございまし

て、当面は笠谷シャンツェと竹鶴シャンツェの間

に設置を考えているところでございます。 

 また、こちらのスポーツ振興くじの助成につき

ましては突然来るのかということでございます

が、ではございません。４月の上旪、手続につき

ましてはつくかつかないかはわかりませんので、

１月から２月にかけて準備をいたしまして申請を

いたしました。ついたところで議会のご承認をい

ただいて補正をしていただければと考えて申請を

行いましたら、４月の下旪に助成決定という通知

書が来ましたので、今回の議会にご計上させてい

ただいたということでございます。 

 また、教育委員会とｔｏｔｏとの関係につきま

しては、特に深くといいますか、私個人的には何

かジャンプ台の振興のために、また裾野を広げる

努力の一つとして予算的な部分の補助制度がない

かということで探した結果、こちらが見つかりま

したので、手続を行ったということでございます

ので、ご理解いただければと存じます。 

〇11番（白川栄美子君） １点だけお伺いいたし

ます。 

 リフォームの関係で、１回目に４月14日で２時

間程度で申請が満杯になって終わったという説明

がありまして、この２回目の申請受けるときの期

間ですけれども、１回目の申請受けた後に何件ぐ

らいというか、受け終わった後に何件ぐらい申請

したいということで申し出があったのでしょう

か、そこだけ確認したいと思います。 

〇まちづくり計画課長（滝上晃一君） 11番、白

川議員の住宅リフォームの関係についてご答弁申

し上げます。 

 ４月14日、１回目の募集開始の時点におきまし

て最終的に受け付けできたのは55件ではございま

すが、当日申し込みしたいという方はそのほかに

14名ほどいらっしゃいました。 

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、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） 
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 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号 平成26年度余市町一般会

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11、議案第４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。 

〇環境対策課長（前坂伸也君） ただいま上程さ

れました議案第４号 町有財産の取得について、

提案理由のご説明を申し上げます。 

 現在一般廃棄物の収集につきましては、本町が

出資しております株式会社北後志第一清掃公社へ

業務委託をし、４台のじん芥収集車で収集運搬を

いたしておりますが、今般取得の車両につきまし

ては平成10年に購入いたしましたじん芥収集車の

老朽化に伴い更新を図るものでございます。本車

両の取得につきましては、平成26年第２回臨時会

において債務負担行為の議決のもとに北海道市町

村備荒資金組合から買い入れにより譲渡を受け、

取得するもので、取得後財産の交換、譲与、無償

貸与等に関する条例第７条の規定に基づき公社へ

貸し付けるものであります。このたび北海道市町

村備荒資金組合より車両の譲渡決定通知がござい

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

本議会に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４号 町有財産の取得について。 

 次のとおり、じん芥収集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26年５月27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、じん芥収集車取得。 

 ２、財産の取得の種類及び数量、じん芥収集車

（7,545㏄、240馬力）１台。 

 ３、取得の方法、随意契約。 

 ４、取得の価格、車両本体価格1,454万3,500円

に北海道市町村備荒資金組合が設定する利率で計

算された利子分を加算した額。 

 ５、取得の相手方、札幌市中央区北４条西６丁

目、北海道市町村備荒資金組合組合長、田岡克介。 

 以上、議案第４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

定を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。 

（「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 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。 
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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26年余市町議会第３回臨時会

を閉会いたします。 

閉 会 午前１１時４９分 
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