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平成２７年余市町議会第３回臨時会会議録（第１号）

開 会  午前１０時００分 

閉 会  午後 １時２２分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２７年５月２７日（水曜日）      

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開 会             

  平成２７年５月２７日（水曜日）午前１０時 

〇出 席 議 員  （１８名）       

  余市町議会議長 １５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 

      〃      ７番 近 藤 徹 哉 

      〃      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 

      〃     １７番 庄   巖 龍 

      〃     １８番 吉 田 浩 一 

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  盛   昭 史 

  地 域 協 働 推 進 課 長  笹 山 浩 一 

  財 政 課 長  山 本 金 五 

  税  務  課  長  堀 内   学 

  民 生 部 長  佐々木   隆 

  町 民 福 祉 課 長  上 村 友 成 

  高 齢 者 福 祉 課 長  坂 本 満 彦 

  保 健 課 長  須 藤 明 彦 

  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  干 場 隆 利 

  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  飯 野 徹 郎 

  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 

  書         記  阿 部 航 大 

〇議 事 日 程            

  第 １ 会議録署名議員の指名       

  第 ２ 会期の決定            

      議長の諸般報告          

  第 ３ 平成２７年余市町議会第１回定例会 

      付託 議案第１７号 余市町子ども 

      のいじめ防止条例案（総務文教常任 

      委員会審査結果報告）       

  第 ４ 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２６年度余市町一般会計補正 

      予算（第１４号））        

  第 ５ 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２６年度余市町介護保険特別 

      会計補正予算（第４号））     

  第 ６ 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２６年度余市町国民健康保険 

      特別会計補正予算（第３号））   

  第 ７ 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２６年度余市町後期高齢者医 

      療特別会計補正予算（第３号））  

  第 ８ 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２６年度余市町公共下水道特 

      別会計補正予算（第４号）） 

  第 ９ 議案第 １号 平成２７年度余市町 

      国民健康保険特別会計補正予算（第 

      １号）              

  第１０ 議案第 ２号 余市町過疎地域自立 

      促進市町村計画の変更について   

  第１１ 議案第 ３号 町有財産の取得につ 

      いて               

  第１２ 議員の派遣について        

開 会 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから平成27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。 

 今期臨時会に提出されました案件は、委員会審

査結果報告１件、議案３件、報告５件、議員の派

遣について、他に議長の諸般報告です。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第119条の規定によ

り、議席番号17番、庄議員、議席番号18番、吉田

議員、議席番号１番、野呂議員、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27年余市町議会第３

回臨時会開催に当たり、昨日午前10時より委員会

室におきまして議会運営委員会が開催されました

ので、その審議経過並びに結果につきまして私か

らご報告申し上げます。 

 委員８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
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ありましたことをご報告申し上げます。 

 今期臨時会に提出されました案件は、委員会審

査結果報告１件、議案３件、報告５件、議員の派

遣について、他に議長の諸般報告でございます。 

 会期につきましては、本日１日と決定いたしま

したことをご報告申し上げます。 

 なお、日程の割り振りにつきましては、議員各

位のお手元に日程表が配付されておりますので、

省略させていただきます。 

 さらに、内容につきましてご報告申し上げます。 

 平成27年余市町議会第１回定例会付託にかかわ

る日程第３、議案第17号 余市町子どものいじめ

防止条例案につきましては、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４、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26年度余市町一般会計

補正予算（第14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２号 専決処分事項の承認を

求めることについて（平成26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６、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26年度余市町国民健康

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７、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26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８、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26年度余市町公共下水

道特別会計補正予算（第４号））につきましては、

即決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第９、議案第１号 平成27年度余市町国民

健康保険特別会計補正予算（第１号）につきまし

ては、即決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第10、議案第２号 余市町過疎地域自立促

進市町村計画の変更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11、議案第３号 町有財産の取得につい

てにつきましては、即決にてご審議いただくこと

に決しました。 

 日程第12、議員の派遣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19日、倶知安町において開催さ

れました後志町村議会議長会臨時総会に出席いた

しましたので、報告いたします。総会では、平成

26年度の事業報告並びに歳入歳出決算認定がそれ
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ぞれ承認され、さらには役員の任期満了に伴い役

員改選が行われ、会長には赤井川村議会議長、岩

井英明氏、副会長には倶知安町議会議長、鈴木保

昭氏と寿都町議会議長、小西正尚氏が就任いたし

ましたことをご報告申し上げます。 

 次に、余市町情報公開条例第30条及び余市町個

人情報保護条例第45条の規定によります運用状況

についての報告が町長からありましたので、その

写しを配付しておりますので、ご了承願います。 

 以上で諸般報告を終わります。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、平成27年余市町議

会第１回定例会付託にかかわる日程第３、議案第

17号 余市町子どものいじめ防止条例案を議題と

いたします。 

 この際、総務文教常任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） ただいま上程となりまし

た平成27年余市町議会第１回定例会において、総

務文教常任委員会に付託されました議案第17号 

余市町子どものいじめ防止条例案につきまして、

その審査の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。 

 委員会の開催年月日、出席委員、説明員等につ

きましては、お手元に報告書が配付されておりま

すので、省略させていただきます。 

 本条例案は、いじめ防止対策推進法が平成25年

９月28日に施行され、いじめ防止等のための対策

を総合的かつ効果的に推進するために基本理念、

国及び地方公共団体等の責務、いじめ防止等のた

めの対策に関する基本方針の作成について示され

たところであります。その趣旨を踏まえ、町、学

校、保護者、町民及び事業者が協力していじめを

なくし、子供たちが安心して生活し、健やかに成

長することができるまちづくりを進めるため、本

条例を制定しようとするものであります。 

 委員会としましては、本条例案の審査に当たり、

審査の参考に資するため条例の目的、基本理念、

町を初めとするそれぞれの責務、さらに重大事態

が発生した場合の対応、手順等についての資料提

出を求め、慎重に審査をしてまいりました。 

 審査の過程で、初めに今回条例の提案に当たり、

条例の提案は民生部町民福祉課で提案しており、

本来民生部なら民生環境常任委員会へ付託すれば

よく、総務課が提案するのが筋であり、手続上提

案の仕方が間違ったのではないか。この条例は、

基本的には学校という枠を超えた連携ということ

が一番にあり、関係機関と連携を図るためきちん

と区分けし、学校、教育委員会、児童相談所、法

務局、警察と枠組みがきちんとしている。だから、

提案者が出てきて基本的に審議するということが

基本ではないかとの質疑に対し、理事者側からは、

教育委員会所管については提案権ということから

従前総務課で説明をしておりましたが、今回条例

第16条で規定しているいじめ調査委員会の設置と

いうことを視野に児童対策等を所管する町民福祉

課が主体的な役割になるだろうと考え、提案させ

ていただいたが、提案のあり方を再度検討したと

ころ、今回の提案の仕方はその後の体制の問題が

あったにせよ従前どおり総務課が提案説明をすべ

きであったと内部的な反省、検証はしており、今

後の提案の仕方につきましては十分配慮していき

たいと考えており、混乱を与えたことに対し申し

わけなく思っています。これからの余市町を担う

子供たちために町全体で取り組まなければならな

い大きな問題と思っており、全庁を挙げて関係機

関を含めいじめ問題に取り組んでいかなければな

らない。学校だけに預けるという気持ちは毛頭な

く、またいじめの現象等が起きるのは学校現場が

多い部分もあり、事務の主体については教育委員

会に担っていただくと考えておりますとの答弁が

なされました。 

 次に、条例の審査においては、条例第５条に基

本方針を定めるに当たり、余市町いじめ防止委員
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会の意見をあらかじめ聞かなければならないとあ

るが、いじめ防止委員会の設置時期について。重

大事態という規定があるが、重大かどうかの基準、

判断はどこでするのか。インターネットやスマー

トフォンなどのシステムからいじめ被害者をどの

ように把握し、きめ細やかな体制をとる考え方。

いじめ防止対策委員会で意見を聞き、その後所管

委員会への報告はあるのか。条例の制定により教

育委員会が全部責任をとることになるのではない

か。保護者の監督責任が重要であり、保護者に対

し是正を求めるなど先生の指導強化について条例

に織り込むことは必要ではないか。校長と教師の

責任分担を明確にし、責任の所在をはっきりすべ

きで、毅然とした態度を持っていただく権限も必

要ではないか。義務と責任をはっきりすることで

先生も真剣になり、教育委員会も今以上に毅然と

した対応をすることで余市町にふさわしい条例と

なると思うが。附属機関としていじめ防止対策委

員会、いじめ調査委員会の設置についてそれぞれ

学識経験を有する者など委員５人以内となってい

るが、どのような構成で組織しようとしているの

か、また兼務はできるのかとの質疑に対し、理事

者側からは条例が可決した後に早急に委員会を設

置したい。いじめ防止対策委員会で判断し、総合

的に勘案し、町長が再調査するかどうかの部分が

出てくると考えている。北海道の児童生徒ネット

コミュニケーション見守り活動実施事業において

トラブルの未然防止のための啓発活動、ネットの

監視活動など道教委でパトロールという形で実施

されており、道教委、教育委員会、学校で連携を

とり、また体制の充実をしていきたい。現在いじ

めの重大事件がなくてもその状況報告について考

えている。子供の教育に関して保護者が第一義的

責任を有しており、その責務は一番大きいと考え

ている。今の社会において町も含め教育委員会が

町民を含め協力を得ながら、いじめをなくすのだ

というような考え方で制定するものです。いじめ

を発見した場合、徹底的に事実を追求し、双方の

保護者には毅然とした態度が必要だと思ってお

り、基本方針を策定していく中でマニュアル的な

もので先生方のフォローをしていかなければなら

ないと考えています。学校としては、先生一人で

背負うのでなく、学校全体でいじめに対応し、最

終的には校長の責任の中で毅然とした態度で対応

することが必要と考えています。先生方も事実を

把握し、毅然とした対応を保護者、生徒にするこ

とが大切だと思っておりますが、いじめを防止す

るには学校だけが対応するのではなく、町も学校

も保護者も町民も考えてくださいということで条

例を提案させていただいた。現在人権擁護委員、

保護司、民生児童委員、社会福祉委員、元教職員、

元警察官など適任者を委嘱したいと考えている。

また、兼務については、調査の効率性、中立性に

努めるとなっており、兼務はできないことになっ

ていますとの答弁がなされたところであります。 

 これらの経過を踏まえ、採決に付したところ、

平成27年余市町議会第１回定例会付託にかかわる

議案第17号 余市町子どものいじめ防止条例案に

つきましては、全会一致をもって原案のとおり可

決との結論を得た次第であります。 

 議員各位におかれましては、よろしくご審議、

ご決定賜りますようお願い申し上げ、総務文教常

任委員会の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 

 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17号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することにご



－24－ 

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17号 余市町子どものいじめ防

止条例案は、委員長の報告のとおり決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第４、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） ただいま上程されま

した報告第１号につきまして、その提案理由をご

説明申し上げます。 

 報告第１号につきましては、地方自治法第179条

第１項の規定に基づき専決処分いたしました平成

26年度余市町一般会計補正予算（第14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26年度余市町一般会計補正予算（第14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今後の公共施設建設用地

購入に備えての積立金、各種事業費確定見込みに

よる増減と財源の組みかえ計上、介護保険特別会

計等の特別会計の決算確定見込みに伴います繰出

金等の精査による減額を行ったものであります。

また、歳入につきましては、寄附金の計上、さら

には地方譲与税等各種交付金の確定見込みによる

追加及び減額、財政調整基金からの繰入金の減額、

町債の減額等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27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27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26年度余市町一般会計補正予算（第14号）。 

 平成26年度余市町の一般会計の補正予算（第

14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6,851万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ87億9,594万5,000円とす

る。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

 第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補

正」による。 

 歳出からご説明申し上げます。８ページをお開

き願います。８ページ上段でございます。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3,575万4,000円、25節積立金3,575万

4,000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基金の預金利子の積み立

て、さらには今後の公共施設建設用地購入に備え

まして公共施設建設整備基金に3,500万円を積み

立てるものでございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総

務費、補正額3,393万5,000円の減、19節負担金補

助及び交付金3,239万5,000円の減につきまして

は、臨時福祉給付金確定に伴う減額補正でござい

ます。20節扶助費154万円の減につきましては、福

祉灯油助成金確定に伴う減額補正と財源の組みか

え計上でございます。 
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 10目介護保険費、補正額1,957万8,000円の減、

28節繰出金1,957万8,000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います繰出金

の減額補正でございます。 

 ３款民生費、２項児童福祉費、２目児童措置費、

補正額87万円の減、19節負担金補助及び交付金

87万円の減につきましては、子育て世帯臨時特例

給付金確定見込みに伴います減額補正でございま

す。 

 ３目町立保育所費、補正額6,000円の減、15節工

事請負費6,000円の減につきましては、幼児用トイ

レ改修工事費確定に伴います減額と財源の組みか

え計上でございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、５目国民健康保

険費、補正額ゼロ円につきましては、保険基盤安

定負担金国民健康保険分確定見込みに伴います財

源の組みかえ計上でございます。 

 ８目医療給付事業費、補正額47万7,000円、23節

償還金利子及び割引料47万7,000円につきまして

は、医療費助成道補助金過年度返還金の追加計上

でございます。 

 ９目後期高齢者医療費722万円の減、28節繰出金

722万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。 

 ７款商工費、１項商工費、２目商工振興費、補

正額ゼロ円につきましては、財源の組みかえ計上

でございます。 

 ８款土木費、２項道路橋りょう費、１目道路橋

りょう維持費、補正額124万6,000円の減、13節委

託料124万6,000円の減につきましては、橋梁補修

調査設計委託料の確定見込みに伴います減額補正

でございます。 

 ２目冬期除雪対策費、補正額2,000万円の減、

11節需用費24万5,000円の減、13節委託料1,975万

5,000円の減につきましては、町道ほか除排雪委託

料等の除雪費の不用見込み額の減額補正でござい

ます。 

 ８款土木費、５項都市計画費、３目公園管理運

営事業費、補正額204万2,000円の減、15節工事請

負費204万2,000円の減につきましては、円山公園

ポンプ等設備改修工事費確定に伴います減額と財

源の組みかえ計上でございます。 

 ６目保留地管理法人費、補正額1,033万6,000円

の減、19節負担金補助及び交付金1,033万6,000円

の減につきましては、保留地管理法人安定化補助

金の不用額見込み額の減額補正でございます。 

 ８款土木費、６項住宅費、２目住宅支援費、補

正額491万円の減、19節負担金補助及び交付金

491万円の減につきましては、新築住宅建設支援補

助金の不用見込み額472万4,000円、住宅改修費補

助金18万6,000円の減額補正でございます。 

 次のページをお開き願います。10款教育費、２

項小学校費、３目学校改修整備費、補正額ゼロ円

につきましては、財源の組みかえ計上でございま

す。 

 10款教育費、３項中学校費、３目学校改修費、

補正額14万1,000円の減、15節工事請負費14万

1,000円の減につきましては、旭中学校屋上防水工

事費確定による減額と財源の組みかえ計上でござ

います。 

 11款公債費、１項公債費、２目利子、補正額446万

3,000円の減、23節利子及び割引料446万3,000円の

減につきましては、一時借入金利子の不用見込み

額の計上でございます。 

 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。

４ページをお開き願います。４ページ上段でござ

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219万

9,000円の減、１節地方揮発油譲与税219万9,000円

の減につきましては、額の確定見込みに伴います

減額計上でございます。 

 ２款地方譲与税、２目自動車重量譲与税、１目

自動車重量譲与税、補正額597万2,000円の減、１
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目自動車重量譲与税597万2,000円の減につきまし

ては、額の確定見込みに伴います減額計上でござ

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41万8,000円の減、１節利子割

交付金41万8,000円の減につきましては、額の確定

見込みに伴います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563万5,000円、１節配当割交

付金563万5,000円につきましては、額の確定見込

みに伴います増額計上でございます。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金、１項株式等譲渡

所得割交付金、１目株式等譲渡所得割交付金、補

正額346万2,000円、１節株式等譲渡所得割交付金

346万2,000円につきましては、額の確定見込みに

伴います増額計上でございます。 

 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250万1,000円、１

節地方消費税交付金250万1,000円につきまして

は、額の確定見込みに伴います増額計上でござい

ます。 

 ７款ゴルフ場利用税交付金、１項ゴルフ場利用

税交付金、１目ゴルフ場利用税交付金、補正額14万

7,000円、１節ゴルフ場利用税交付金14万7,000円

につきましては、額の確定見込みに伴います増額

計上でございます。 

 ８款自動車取得税交付金、１項自動車取得税交

付金、１目自動車取得税交付金、補正額880万円の

減、１節自動車取得税交付金880万円の減につきま

しては、額の確定見込みに伴います減額計上でご

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７万円の減、１節地方

特例交付金７万円の減につきましては、額の確定

見込みに伴います減額計上でございます。 

 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113万4,000円の減、１節交通安全対策特別交

付金113万4,000円の減につきましては、額の確定

見込みに伴います減額計上でございます。 

 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、２目衛生費国庫負担金、補正額

67万3,000円、１節保健衛生費国庫負担金67万

3,000円につきましては、保険基盤安定負担金国民

健康保険分の確定見込みに伴います増額計上でご

ざいます。 

 14款国庫支出金、２項国庫補助金、２目民生費

国庫補助金、補正額3,326万5,000円の減、１節社

会福祉費国庫補助金3,239万5,000円の減につきま

しては、臨時福祉給付金事業確定に伴います減額

計上でございます。２節児童福祉費国庫補助金

87万円の減につきましては、子育て世帯臨時特例

給付金事業費確定に伴います減額計上でございま

す。 

 ５目土木費国庫補助金、補正額55万1,000円の

減、１節道路橋りょう費国庫補助金55万1,000円の

減につきましては、橋梁補修調査設計委託料等の

事業費確定に伴います減額計上でございます。 

 ６目教育費国庫補助金、補正額62万8,000円、１

節小中学校費国庫補助金62万8,000円につきまし

ては、黒川小学校外壁改修事業費確定に伴います

増額計上でございます。 

 15款道支出金、１項道負担金、２目衛生費道負

担金、補正額158万9,000円、１節保健衛生費道負

担金158万9,000円につきましては、保険基盤安定

負担金の確定に伴います国民健康保険分536万

6,000円、それと同じく後期高齢者医療費分377万

7,000円の減額でございます。 

 15款道支出金、２項道補助金、１目総務費道補

助金、補正額90万円、２目総務費道補助金90万円

につきましては、福祉灯油助成に係る地域づくり

総合交付金の計上でございます。 

 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２万8,000円、１節利子及び配当
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金２万8,000円につきましては、基金より生じる利

子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59万5,000円、１節総務費寄附金59万

5,000円につきましては、町外在住36名の方々から

の余市町の未来をつくる人づくりのための寄附金

でございます。 

 ３目民生費寄附金、補正額13万1,000円、１節民

生費寄附金13万1,000円につきましては、社会福祉

寄附金でございます。寄附者のご芳名を申し上げ

ます。上枝俊夫様からの10万円、余市合同青果青

友会様からの１万155円、匿名希望の方からの２万

円でございます。いずれもご寄附をいただいた方

のご意向に沿った予算措置をさせていただいたも

のでございます。 

 18款繰入金、１項財政調整基金繰入金、１目財

政調整基金繰入金、補正額2,000万円の減、１節財

政調整基金繰入金2,000万円の減につきましては、

歳出でご説明申し上げました除雪経費の減額に伴

い、財源として補正いたしました財政調整基金繰

入金につきましても減額をするものでございま

す。 

 20款諸収入、５項雑入、１目雑入、補正額89万

6,000円の減、１節雑入89万6,000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

額の確定に伴う減額補正でございます。 

 21款町債、１項町債、１目土木債、補正額80万

円の減、１節道路橋りょう債80万円の減につきま

しては、事業費確定に伴う沢町百姓沢線排水整備

事業債40万円の減と橋りょう補修整備事業債40万

円の減額補正でございます。 

 ２目教育債、補正額150万円の減、１節教育債

150万円の減につきましては、事業費確定に伴いま

す黒川小学校外壁改修整備事業債150万円の減額

補正でございます。 

 ４目過疎対策事業債、補正額920万円の減、１節

過疎対策事業債920万円の減につきましては、事業

費の確定、さらには北海道との協議の結果、保育

所施設改修事業債40万円の減、円山公園整備改修

事業債460万円の減、旭中学校屋上防水事業債

230万円の減、過疎地域自立促進特別事業債、ソフ

ト分でございますが、190万円の減額でございま

す。 

 次に、地方債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。第２表、地方債補正につきましては、事

業費の確定と過疎債に係る事業採択に伴い限度額

の変更をいたすものでございます。１、変更、起

債の目的、沢町百姓沢線排水整備事業債、補正前

限度額520万円、補正後限度額480万円。橋りょう

補修整備事業債、補正前限度額260万円、補正後限

度額220万円。黒川小学校外壁改修事業債、補正前

限度額2,900万円、補正後限度額2,750万円。保育

所施設改修事業債、補正前限度額40万円、補正後

ゼロ円。円山公園設備改修事業債、補正前限度額

460万円、補正後限度額ゼロ円。旭中学校屋上防水

事業債、補正前限度額230万円、補正後限度額ゼロ

円。過疎地域自立促進特別事業債、補正前限度額

8,640万円、補正後限度額8,450万円。 

 以上、報告第１号につきましてその提案理由を

ご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、

ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇18番（吉田浩一君） ちょっと１点お伺いしま

す。 

 寄附のところで、余市町未来を担う人づくりの

寄附金ということで36名という報告がありまし

た。これは、どういう形でこういうふうに36名と

いうふうになったのかがわからないのだけれど

も、例えば町内で誰かが亡くなって、それで社会

福祉の目的だとかということで10万円だとかとい

うふうに持ってきたら名前言いますよね。同じく
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未来を担うここの部分にもそういう形で10万円を

誰かが出したら名前言っていなかったですか、今

まで。だけれども、今回は36名というふうにぽん

と出てきたということで、この辺は議会報告する

ときどういう基準で名前を言ったり、言わなかっ

たりというふうに考えているのか、この辺だけ説

明お願いします。 

〇財政課長（山本金五君） 18番、吉田議員から

の私の寄附に伴う説明につきまして私のほうから

ご答弁申し上げます。 

 このたびの36名の方につきましては、全て町外

の方で、寄附を受け入れます際に本人の公表を希

望するかどうかといった点をお伺いしてございま

す。そういった中で、今回の方につきましては36名

全て町外の方からのご寄附でございます。このう

ち金額と、それから名前、住所、全て希望されな

い方、それから金額を希望されない方、それと住

所のみとかという形でさまざまなケースがござい

ます。したがいまして、これに限らず寄附につき

ましては、ご寄附をいただいた方のご意向に沿っ

た形で、また本人からご了承をいただいた方々に

つきましては議会の中でも極力ご芳名を申し上

げ、感謝を申し上げるところでございます。この

たびの36名の方につきましては、公表を希望され

ない方が34名いらっしゃいました。２名の方につ

きましては、公表しても構いませんよということ

だったのですけれども、これまで全てご芳名、金

額につきましては説明申し上げてきたところなの

ですけれども、今後この36名の方全てが公表して

も構わないといった点の部分につきましては、説

明の仕方につきましては今後とも検討してまいり

たいというふうに考えているところでございまし

て、特段意図があって今回外したとかということ

ではないということでご理解願いたいと存じま

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、報告第１号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより報告第１号を採決いたします。 

 本案は、報告のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第１号 専決処分事項の承認を求

めることについては、報告のとおり承認すること

に決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第５、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（坂本満彦君） 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

26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
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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27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27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26年度余市町介護保険特別会計補正予算

（第４号）。 

 平成26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１億1,965万円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ23億3,869万7,000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、歳出からご説明申し上げます。７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51万9,000円の減、８節報償費７万円の

減から13節委託料の28万6,000円の減までにつき

ましては、介護保険事業計画推進懇談会委員報償

金、介護保険システム改修委託料など各種事務費

等の額の確定見込みによる減額でございます。 

 １款総務費、２項徴収費、１目賦課徴収費、補

正額15万7,000円の減、11節需用費８万1,000円の

減及び12節役務費７万6,000円の減につきまして

は、賦課徴収事務に係る経費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。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145万8,000円の減、１節報酬82万4,000円の減

から14節使用料及び賃借料26万4,000円の減まで

につきましては、介護認定審査会に係る審査会委

員報酬、事務費等の経費の額の確定見込みによる

減額でございます。 

 ２目認定調査費、補正額149万8,000円の減、４

節共済費7,000円の減から13節委託料47万9,000円

の減までにつきましては、介護認定審査会に係る

審査会委員報酬、事務費等の経費の額の確定見込

みによる減額でございます。 

 次のページをごらん願います。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8,249万1,000円の減、19節負担金補

助及び交付金8,249万1,000円の減につきまして

は、居宅介護サービス等給付費等の給付費の額の

確定見込みによる減額でございます。 

 ２款保険給付費、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138万

1,000円の減、19節負担金補助及び交付金138万

1,000円の減につきましては、給付費の額の確定見

込みによる介護予防サービス等給付費等の額の確

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71万8,000円の減、12節役務費

71万8,000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1,364万7,000円の減、19節負担金補

助及び交付金1,364万7,000円の減、２目高額介護

予防サービス費、補正額２万1,000円の減、19節負

担金補助及び交付金２万1,000円の減につきまし
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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、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117万1,000円の減、19節負担金補助及び交付金

117万1,000円の減、２目高額医療合算介護予防サ

ービス費、補正額１万1,000円の減、19節負担金補

助及び交付金１万1,000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、６項市町村特別給付費、１目

市町村特別給付費、補正額55万円の減、19節負担

金補助及び交付金55万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額

の確定見込みによる減額でございます。 

 次のページをごらん願います。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78万円の減、19節負担

金補助及び交付金78万円の減、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、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よる減額

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1,153万1,000円の減、

11節需用費６万7,000円の減から13節委託料

1,035万6,000円の減につきましては、事業委託料

等各経費の額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50万5,000円の減、

12節役務費７万8,000円の減及び13節委託料42万

7,000円の減につきましては、事業に係る経費の額

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。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22万6,000円の減、１節報

酬８万8,000円の減から12節役務費３万円の減ま

でにつきましては、包括的支援事業に係る各経費

の額の確定見込みによる減額でございます。 

 ２目任意事業費、補正額296万6,000円の減、11節

需用費5,000円の減から20節扶助費40万円の減ま

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ページへお戻り願います。４ページの上段でご

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4,506万

9,000円の減、１節現年度分特別徴収保険料

4,186万1,000円の減及び２節現年度分普通徴収保

険料320万8,000円の減につきましては、保険料の

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、１項国庫負担金、１目介護給

付費負担金、補正額1,969万3,000円の減、１節現

年度分1,969万3,000円の減につきましては、介護

給付費に係る国庫負担分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246万2,000円の減、１節現年度分調

整交付金246万2,000円の減、２目地域支援事業交

付金（介護予防事業）、補正額300万8,000円、１

節現年度分300万8,000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126万

円の減、１節現年度分126万円の減、４目介護保険

事業費国庫補助金、補正額86万4,000円、１節介護

保険事業費国庫補助金86万4,000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。 

 次のページをごらん願います。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2,906万7,000円の減、１節現年度分
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2,906万7,000円の減、２目地域支援事業支援交付

金、補正額349万円の減、１節現年度分349万円の

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1,288万2,000円の減、１節現年度

分1,288万2,000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150万4,000円

の減、１節現年度分150万4,000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62万9,000円の減、１節現年度分62万

9,000円の減、３目財政安定化基金交付金、補正額

509万円、１節財政安定化基金交付金509万円につ

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。 

 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３万7,000円、１節介護扶助費委託

金３万7,000円につきましては、生活保護要保護者

の第２号被保険者の介護認定に係る費用の額の確

定見込みによる増額でございます。 

 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1,291万2,000円の減、１節現年度分1,291万

2,000円の減、２目地域支援事業繰入金（介護予防

事業）、補正額150万4,000円の減、１節現年度分

150万4,000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62万9,000円の

減、１節現年度分62万9,000円の減、４目その他一

般会計繰入金、補正額453万3,000円の減、１節事

務費繰入金453万3,000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、額の確定見込みによる減額でござ

います。 

 ８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

1,301万1,000円、１節繰越金1,301万1,000円につ

きましては、繰越金の額の確定見込みによる増額

でございます。 

 以上、報告第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、ご承

認を賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇13番（中谷栄利君） 26年度の会計確定による

不用額の調整、補正なのですけれども、議案の９

ページ、保険給付費、介護サービス等給付費の中

で居宅介護サービス等の給付費4,899万4,000円、

これは主に居宅サービスの利用等ですから、ホー

ムヘルパーだとかそういった形のものだと思うの

ですが、要は介護保険の審査の前回の委員会の質

疑の中でも繰り広げましたけれども、やはり利用

するサービスが本当に利用料の負担が高くなっ

て、今回そういったサービスを控えるだとか、限

度額に対しての利用割合が低くなってきているの

ではないかと。特に低所得者に対しては、そうい

ったことが十分考えられるのですけれども、この

不用額の発生について前年度だとかそういった例

年に比較して今どういう状況になっているか。そ

れから、利用額の限度額に対しての割合がどのよ

うになっているか。担当課のほうではどのように

このことを押さえられているのか、そこをお尋ね

したいと思います。 

〇高齢者福祉課長（坂本満彦君） 13番、中谷議

員からの居宅介護サービス等給付費の利用の不用

額の関係のご質問でございますけれども、私ども

のほうといたしましては、限度額に対する割合に
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ついては調査した資料がございませんので、申し

上げできませんけれども、これらについては理由

といたしまして、確かに中谷議員おっしゃること

も一つの原因ではないかというふうに考えますけ

れども、高齢者人口の増加に伴いまして給付費の

伸びもそれなりに右肩上がりというふうな第５期

の計画の中で推計しておりましたけれども、25年

から26年度に際しましては介護認定率のほうもほ

ぼ横ばい状態になっておりまして、それに伴いま

して給付費の増額というのが一定程度抑えられた

ものではないかというふうに私どもとしては感じ

ております。 

 それと、もう一点、これは介護予防事業として

実施しておりますプールウオーキングだとかいき

いきふれあい教室、また元気アッププログラム運

動教室など、それらの介護予防の運動、教室など

を通じて、それらが町民のほうに浸透して、そう

いう予防効果もある程度原因となってこのような

不用額になったものではないかというふうに考え

ておりますので、ご理解を願いたいと思います。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第２号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより報告第２号を採決いたします。 

 本案は、報告のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第２号 専決処分事項の承認を求

めることについては、報告のとおり承認すること

に決しました。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時０５分 

再開 午前１１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。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第６、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

26年度余市町国民健康保険特別会計補正予算（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、歳出では保険給付費において療養

給付費、高額療養費等の各給付額の確定見込みに

伴う不用額の減額整理を行ったほか、そのほかの

各款における主な不用額についてもあわせて減額

整理を行ったものでございます。また、歳入では、

各保険給付費等の確定見込みに伴い、関連する国

庫支出金、療養給付費交付金、共同事業交付金等

の特定財源の増減整理を行い、予算上の収支均衡

を図ったものでございます。 

 なお、現時点において国保税等の一部の収入が

未確定ではございますが、平成26年度の決算見込

みにつきましては歳出の約29億2,000万円に対し、
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歳入では約29億500万円となり、約1,500万円程度

の赤字となる見込みとなっておりますが、後ほど

ご提案申し上げます平成27年度補正予算第１号に

おいて同額の繰り上げ充用金を計上させていただ

いたところでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 報告第３号 専決処分事項の承認を求めること

について。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙専

決処分書のとおり処分したので、同条第３項の規

定により報告し、議会の承認を求める。 

 平成27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27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26年度余市町国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）。 

 平成26年度余市町の国民健康保険特別会計の補

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から歳入歳出それ

ぞれ8,178万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ29億3,284万7,000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。６ペ

ージをお開き願います。６ページ中段でございま

す。３、歳出、２款保険給付費、１項療養諸費、

１目一般被保険者療養給付費、補正額1,704万

4,000円の減、19節負担金補助及び交付金1,704万

4,000円の減につきましては、一般被保険者療養給

付費の確定見込みに伴う減額補正でございます。 

 ２目退職被保険者等療養給付費、補正額3,261万

8,000円の減、19節負担金補助及び交付金3,261万

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。 

 ３目一般被保険者療養費、補正額207万2,000円

の減、19節負担金補助及び交付金207万2,000円の

減につきましては、一般被保険者療養費の確定見

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

保険者高額療養費、補正額83万8,000円の減、19節

負担金補助及び交付金83万8,000円の減につきま

しては、一般被保険者高額療養費の確定見込みに

伴う減額補正でございます。 

 ２款保険給付費、４項出産育児諸費、１目出産

育児一時金、補正額423万円の減、19節負担金補助

及び交付金423万円の減につきましては、出産育児

一時金の確定見込みに伴う減額補正でございま

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15万1,000円の減、19節負担金補助及

び交付金15万1,000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。 

 ７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１

目高額医療費共同事業医療費拠出金、補正額

1,040万円の減、19節負担金補助及び交付金

1,040万円の減につきましては、高額医療費共同事

業医療費拠出金の確定見込みに伴う減額補正でご

ざいます。 

 ２目保険財政共同安定化事業拠出金、補正額

1,326万1,000円の減、19節負担金補助及び交付金

1,326万1,000円の減につきましては、保険財政共

同安定化事業拠出金の確定見込みに伴う減額補正

でございます。 

 ８款保健事業費、１項保健事業費、２目疾病予

防費、補正額19万8,000円の減、11節需用費19万

8,000円の減につきましては、疾病予防費の確定見
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込みに伴う減額補正でございます。 

 ８款保健事業費、２項特定健康診査等事業費、

１目特定健康診査等事業費、補正額97万6,000円の

減、13節委託料97万6,000円の減につきましては、

特定健康診査等委託料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、

３ページにお戻り願います。３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462万3,000円の減、３節介護納付金分現年

課税分330万7,000円の減、４節医療給付費分滞納

繰越分74万6,000円の減、５節後期高齢者支援金分

滞納繰越分34万9,000円の減、６節介護納付金分滞

納繰越分22万1,000円の減につきましては、一般被

保険者に係る国民健康保険税の確定見込みに伴う

減額補正でございます。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税、補正額

402万8,000円の減、１節医療給付費分現年課税分

273万9,000円の減、２節後期高齢者支援金分現年

課税分75万円の減、３節介護納付金分現年課税分

53万9,000円の減につきましては、退職被保険者等

に係る国民健康保険税の確定見込みに伴う減額補

正でございます。 

 次のページをお開き願います。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4,544万円、１節療養給付費等現年度分4,388万

9,000円、２節介護納付金分負担金155万1,000円に

つきましては、療養給付費等負担金の確定見込み

に伴う追加補正でございます。 

 ２目高額医療費共同事業負担金、補正額260万円

の減、１節高額医療費共同事業負担金260万円の減

につきましては、高額医療費共同事業負担金の確

定見込みに伴う減額補正でございます。 

 ３目特定健康診査等負担金、補正額23万3,000円

の減、１節特定健康診査等負担金23万3,000円の減

につきましては、特定健康診査等負担金の確定見

込みに伴う減額補正でございます。 

 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1,972万8,000円の減、１節普通

調整交付金1,244万3,000円の減、２節特別調整交

付金463万2,000円の減、３節介護納付金分調整交

付金265万3,000円の減につきましては、財政調整

交付金の確定見込みに伴う減額補正でございま

す。 

 ５款療養給付費交付金、１項療養給付費交付金、

１目療養給付費交付金、補正額3,148万2,000円の

減、１節療養給付費現年度分交付金3,148万

2,000円の減につきましては、療養給付費現年度分

交付金の確定見込みに伴う減額補正でございま

す。 

 ６款前期高齢者交付金、１項前期高齢者交付金、

１目前期高齢者交付金、補正額8,828万3,000円の

減、１節前期高齢者交付金8,828万3,000円の減に

つきましては、前期高齢者交付金の確定見込みに

伴う減額補正でございます。 

 ７款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費

共同事業負担金、補正額260万円の減、１節高額医

療費共同事業負担金260万円の減につきましては、

高額医療費共同事業負担金の確定見込みに伴う減

額補正でございます。 

 ２目特定健康診査等負担金、補正額23万3,000円

の減、１節特定健康診査等負担金23万3,000円の減

につきましては、特定健康診査等負担金の確定見

込みに伴う減額補正でございます。 

 ７款道支出金、２項補助金、１目財政調整交付

金、補正額299万8,000円の減、１節普通調整交付

金2,221万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補正でございます。２節

特別調整交付金1,991万3,000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補正でご

ざいます。３節介護納付金分調整交付金70万

1,000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補正でございます。 
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 ８款共同事業交付金、１項共同事業交付金、１

目共同事業交付金、補正額479万円の減、１節現年

度分479万円の減につきましては、高額医療費共同

事業交付金の確定見込みに伴う減額補正でござい

ます。 

 ９款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金、補正額ゼロ円、１節一般会計繰入金805万

3,000円の減、２節保険基盤安定繰入金805万

3,000円につきましては、財政安定化支援等一般会

計繰入金に係る確定見込みに伴う減額補正と保険

税軽減分及び保険者支援に対する保険基盤安定繰

入金確定見込みに伴う追加補正でございます。 

 10款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

3,406万7,000円、１節繰越金3,406万7,000円につ

きましては、繰越金の確定に伴う追加補正でござ

います。 

 次のページをお開き願います。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30万3,000円、１節超高額医療費

共同事業交付金30万3,000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

補正でございます。 

 以上、報告第３号につきましてご説明を申し上

げましたので、よろしくご審議の上、ご承認を賜

りますようお願いいたします。 

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） 前回の民生環境常任委員

会でこの件は報告されたのですけれども、ちょっ

と１点だけお伺いします。 

 歳入のほうです。３ページ、一般被保険者国民

健康保険税の介護納付金の現年課税分ということ

で、補正前が91％、補正後が84.9％というふうに

なっています。たしか補正後の数値というのは、

毎年86か７くらいではなかったかなという記憶し

ているのですけれども、その辺わかるでしょうか。

84.9というここまで落ちたというその理由は何と

いうふうに分析しているのでしょうか。 

 わからないようでしたら後で教えてください。

いいです。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第３号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより報告第３号を採決いたします。 

 本案は、報告のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第３号 専決処分事項の承認を求

めることについては、報告のとおり承認すること

に決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第７、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

を申し上げます。 

 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

26年度余市町後期高齢者医療特別会計補正予算
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（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27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27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26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26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2,442万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ３億171万1,000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。４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９万2,000円の減、11節需用費３

万4,000円の減、12節役務費５万8,000円の減につ

きましては、一般管理費の確定見込みに伴う減額

補正でございます。 

 １款総務費、２項徴収費、１目徴収費、補正額

10万9,000円の減、11節需用費９万4,000円の減、

12節役務費１万5,000円の減につきましては、徴収

費の確定見込みに伴う減額補正でございます。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期

高齢者医療広域連合納付金、１目後期高齢者医療

広域連合納付金、補正額2,421万3,000円の減、19節

負担金補助及び交付金2,421万3,000円の減につき

ましては、広域連合への事務費及び保険料等負担

金の確定見込みに伴う減額補正でございます。 

 ４款予備費、１項予備費、１目予備費、補正額

１万円の減につきましては、予備費の確定見込み

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ページにお戻り願います。２ページ下段でござ

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1,022万1,000円の減、１節現年度分特別徴

収保険料1,022万1,000円の減につきましては、現

年度分特別徴収保険料の確定見込みに伴う減額補

正でございます。 

 ２目普通徴収保険料、補正額702万1,000円の減、

１節現年度分普通徴収保険料564万2,000円の減、

２節滞納繰越分普通徴収保険料137万9,000円の減

につきましては、普通徴収保険料の現年度分及び

滞納繰り越し分の確定見込みに伴う減額補正でご

ざいます。 

 ２款使用料及び手数料、１項手数料、２目督促

手数料、補正額2,000円、１節督促手数料2,000円

につきましては、督促手数料の確定見込みに伴う

追加補正でございます。 

 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218万4,000円の減、１節事務費繰

入金218万4,000円の減につきましては、事務費及
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び広域連合事務費繰入金の確定見込みに伴う減額

補正でございます。 

 ２目保険基盤安定繰入金、補正額503万6,000円

の減、１節保険基盤安定繰入金503万6,000円の減

につきましては、保険基盤安定繰入金の確定見込

みに伴う減額補正でございます。 

 ４款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

４万円、１節繰越金４万円につきましては、繰越

金の確定に伴う追加補正でございます。 

 ５款諸収入、３項預金利子、１目預金利子、補

正額4,000円の減、１節預金利子4,000円の減につ

きましては、預金利子の確定見込みに伴う減額補

正でございます。 

 以上、報告第４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８、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26年度余市町公共下水道特別会計補正予算（第

４号）について、同条第３項の規定に基づき報告

し、承認を求めるものでございます。 

 今回専決処分を行いました補正予算の主な内容

といたしましては、歳出におきまして建設事業費

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、建設事業費の確定に伴い町債等の減額補正

をし、繰越金を増額補正することにより予算の調

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27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27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26年度余市町公共下水道特別会計補正予算
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（第４号）。 

 平成26年度余市町の公共下水道特別会計の補正

予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ1,652万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ12億6,924万4,000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。 

 （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1,109万

3,000円の減、13節委託料374万2,000円の減、15節

工事請負費735万1,000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の国庫補助対象事

業費等の確定による減額であります。 

 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543万5,000円の減、23節償還

金利子及び割引料543万5,000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

う長期債償還利子及び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、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184万4,000円の減、１節公共下水

道事業費国庫補助金184万4,000円の減につきまし

ては、国庫補助対象事業費の確定による減額であ

ります。 

 ５款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

13万2,000円、１節繰越金13万2,000円につきまし

ては、建設事業費の確定により公共下水道国庫補

助金及び公共下水道事業債の減額に伴い、繰越金

に財源を求めたものであります。 

 ６款諸収入、２項雑入、１目雑入、補正額78万

4,000円、１節雑入78万4,000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1,560万円の減、１節公共下水道事業債

1,560万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特別措置分の借入額の確

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４億1,760万円、補正後限度

額４億200万円、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。 

〇18番（吉田浩一君） １点お伺いします。 

 ３ページ、雑入のほうなのだけれども、スクラ

ップ販売でこれだけの金額が上がったということ

なのだけれども、そういう説明でしたけれども、

これはどういうふうな形で売ったのですか。つま

り地元業者があれしたのか、それとも工事業者が

これは引き取ったのか、この辺はどういうふうに

なっているのでしょうか。 

〇下水道課長（近藤 勉君） 18番、吉田議員の

ご質問にご答弁申し上げます。 

 今回の売り払いにつきましては、平成25年、26年
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度のその他物品等の買い取りを希望する業者にお

きまして町内の業者３社に見積もりを依頼して、

売り払いをしているところでございます。また、

その見積もりを依頼するに当たりまして今回の

26年の工事に出てきたものを写真等、重量等を示

しながら見積もりをとっているところでございま

すので、ご理解をお願いしたいと存じます。 

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、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。 

 間もなく正午になりますので、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。 

 なお、吉田豊議員、庄議員は通院のため、近藤

議員は所用のため午後より退席の旨届け出があり

ましたことをご報告申し上げます 

〇議長（中井寿夫君） 日程第９、議案第１号 平

成27年度余市町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇保健課長（須藤明彦君） ただいま上程されま

した議案第１号 平成27年度余市町国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）につきまして、提案

理由をご説明申し上げます。 

 今回ご提案申し上げました補正予算は、平成

26年度の当会計の決算見込みにおきまして歳出に

対し、歳入で一定の不足額が見込まれることにな

ったことから、地方自治法施行令第166条の２の規

定に基づき、この不足について平成27年度の当会

計から繰り上げ充用を行うべく歳入歳出予算の補

正計上を行うものでございます。 

 現時点における平成26年度の決算見込みにつき

ましては、歳出では約29億2,000万円程度で確定す

る見込みでございますが、これに対し歳入では約

29億500万円程度と見込まれ、約1,500万円程度が

最終的に歳入不足となる見込みでございます。し

たがいまして、この決算処理に当たり当該不足見

込み分について平成27年度の歳入歳出予算に計上

した上で、平成26年度へ繰り上げ充用を行うべく

今回ご提案いたすものでございます。 

 なお、この繰り上げ充用に要する財源といたし

ましては、国庫支出金の特別調整交付金に求めて

歳入歳出の均衡を図ったものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明を申し上げます。 

 議案第１号 平成27年度余市町国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）。 

 平成27年度余市町の国民健康保険特別会計の補

正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ
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れ1,500万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ33億4,100万円とする。 

 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。 

 平成27年５月27日提出、余市町長、嶋  保。 

 初めに、歳出からご説明申し上げます。２ペー

ジをお開き願います。中段でございます。３、歳

出、12款前年度繰上充用金、１項前年度繰上充用

金、１目前年度繰上充用金、補正額1,500万円、22節

補償補填及び賠償金1,500万円につきましては、平

成26年度の決算見込みにおきまして歳入に不足額

が見込まれることから、平成26年度へ繰り上げ充

用を行うべく補正計上でございます。 

 次に、歳入についてご説明申し上げます。本ペ

ージの上段でございます。２、歳入、４款国庫支

出金、２項国庫補助金、１目財政調整交付金、補

正額1,500万円、２節特別調整交付金1,500万円に

つきましては、繰り上げ充用に要します財源とし

て特別調整交付金に求める補正計上でございま

す。 

 以上、議案第１号につきましてご説明を申し上

げましたので、よろしくご審議の上、ご決定を賜

りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇13番（中谷栄利君） 歳入の1,500万円が不足に

なるということで繰り上げ充用ということなので

すが、午前の質疑の中でも収納率の問題がありま

したが、その辺の影響についてはどのようになっ

ているか。今般のいろいろな保険料が高騰してい

る中で、この国保税も高くて払えない、そういっ

た厳しい国保の割合がそういう方もふえてきてい

るのではないかと考えられますので、その辺につ

いてどのように担当課のほうではこの赤字の理由

を考えているのかお尋ねします。 

〇税務課長（堀内 学君） 13番、中谷議員の収

納率の部分につきまして私のほうからご答弁させ

ていただきたいと存じます。 

 27年３月末でございますけれども、国民健康保

険税現年度分につきましては、前年対比約１％ほ

ど伸びてございます。 

〇保健課長（須藤明彦君） 13番、中谷議員の赤

字の関係する部分でご答弁申し上げたいと思いま

す。 

 まず、26年度の赤字の要因となるものですけれ

ども、大きな部分におきましては25年から繰越金

が3,800万円ほどございました。また、26年度の当

該年度におきまして国庫支出金等の返還金も生じ

たわけでございます。この部分で通年でございま

すと、繰越金である程度返還金等の財源も充当で

きるところですけれども、こういう部分が国庫補

助金等が上回った部分が一つの要因かと考えると

ころでございます。 

 また、ただいま収納率の保険税の話も出ました

けれども、保健課としましては医療費の適正化、

それから税務課との連携を図りまして、今後収納

率向上のほうにも努めてまいりたいと考えており

ますので、ご理解を賜りたいと思います。 

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。 



－41－ 

 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27年度余市町国民健

康保険特別会計補正予算（第１号）は、原案のと

おり可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第10、議案第２号 余

市町過疎地域自立促進市町村計画の変更について

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇企画政策課長（盛 昭史君） ただいま上程さ

れました議案第２号 余市町過疎地域自立促進市

町村計画の変更についてにつきまして、提案理由

をご説明申し上げます。 

 余市町過疎地域自立促進市町村計画につきまし

ては、平成26年４月１日付で本町が過疎地域自立

促進特別措置法に規定する地域指定を受けたこと

に伴い、同法第６条の規定に基づき本町における

計画を策定し、議決をいただいたところでござい

ます。当該計画を変更する場合には、過疎地域自

立促進特別措置法第６条第７項の規定により当該

自治体議会の議決を経た上で、総務大臣、農林水

産大臣及び国土交通大臣に計画を提出することと

されており、当該計画に登載された事業につきま

しては、過疎対策事業債の申請が可能となるもの

でございます。今般平成27年度において実施する

３件の事業について新たに計画に追加をいたした

く、余市町過疎地域自立促進市町村計画の変更に

ついてご提案を申し上げるものでございます。 

 以下、議案を朗読いたします。 

 議案第２号 余市町過疎地域自立促進市町村計

画の変更について。 

 余市町過疎地域自立促進市町村計画を変更した

いので、過疎地域自立促進特別措置法（平成12年

法律第15号）第６条第７項の規定に基づき、議会

の議決を求める。 

 平成27年５月27日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開きください。余市町過疎地域

自立促進市町村計画の変更について。 

 余市町過疎地域自立促進市町村計画を次のよう

に変更する。 

 ２、産業の振興の（３）、計画の表の１、産業

の振興の部、（９）、過疎地域自立促進特別事業

の款に次のように加える。 

 農業経営基盤整備事業、内容、果樹の新植・改

植、施設園芸に係る施設の資材購入及び生産資材

の適正処分に係る一部補助。必要性、生産者の意

欲及び生産性の向上を図るため。効果、安定的な

農業経営が図られる。余市町農業協同組合。 

 ３、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交

流の促進の（３）、計画の表の２、交通通信体系

の整備、情報化及び地域間交流の促進の部、（９）、

道路整備機械等の款に次のように加える。 

 除雪作業車等保管倉庫建設事業、余市町。 

 ４、生活環境の整備の（３）、計画の表の３、

生活環境の整備の部、（１）、水道施設の項の次

に次のように加える。 

 （５）、消防施設、消防車両更新事業、水槽つ

き消防ポンプ自動車、北後志消防組合。 

 以上、議案第２号 余市町過疎地域自立促進市

町村計画の変更についての提案理由をご説明申し

上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料として計画に係る新旧対照表を

添付してございますので、ご高覧を賜りたいと存

じます。 

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。 
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 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 余市町過疎地域自立促進

市町村計画の変更については、原案のとおり可決

されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第11、議案第３号 町

有財産の取得についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇建設課長（亀尾次雄君） ただいま上程されま

した議案第３号 町有財産の取得について、提案

理由のご説明を申し上げます。 

 このたびご提案申し上げました町有財産の取得

につきましては、冬期間の除排雪に使用いたして

おります除雪ダンプトラックを更新するものであ

ります。本件の除雪ダンプトラックは、平成４年

度に取得して以来20年以上が経過し、老朽化が著

しく、故障が頻発し、稼働に影響が生じている状

況であるため更新を図るものでございます。平成

27年余市町議会第１回定例会において本建設機械

の購入について当初予算計上がなされたところで

ございます。去る５月19日、当該建設機械販売会

社４社の指名競争入札に付しましたところ、落札

により相手方の決定を見ましたので、議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第３条の規定により議会の議決を求めるべく

ご提案申し上げる次第であります。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第３号 町有財産の取得について。 

 次のとおり、除雪ダンプトラックを取得したい

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27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、除雪作業車（除雪ダンプトラ

ック）取得。 

 ２、財産の取得の種類及び数量、除雪ダンプト

ラック１台。 

 ３、取得の方法、指名競争入札。 

 ４、取得の価格、一金3,106万2,510円也。 

 ５、取得の相手方、小樽市塩谷２丁目１番６号、

ＵＤトラックス北海道株式会社小樽支店支店長、

五十嵐敏昭。 

 以上、議案第３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

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。 

〇18番（吉田浩一君） 何点か伺います。 

 まず、７トンということで、車の車種というか、

免許証の種類というか、中型になるのですよね、

これは多分。まず、その確認が１点。 

 それと、10トンのダンプというのはよく見かけ

るのですけれども、７トンの除雪車というのは実

は自分は余り見かけたことないのです。除雪をし
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ているとすればどこをメーンに除雪をしているの

か。 

 それと、現在10トン車があるのでしょうけれど

も、なぜ７トンなのですか。要するにどうせ買う

のであれば、10トン車もう一台買ったほうがいろ

いろな利便性だとかというのがあるのでないかな

と思うのだけれども、どうして７トンなのか、こ

の辺お願いします。 

〇建設課長（亀尾次雄君） 18番、吉田議員のご

質問にお答えしたいと思います。 

 まず、１点目の７トンダンプの免許証の関係で

ございます。車両総重量が現在16トン除雪した場

合にそういう形になっておるので、正直確定はで

きないのですけれども、大型免許が必要かなとい

うふうに考えてございます。 

 それと、７トンダンプと10トンですけれども、

７トンダンプどこを走っているのかといいます

と、地域的に町の中から郡部のほうというのです

か、ダンプ路線という形で走ってございます。こ

の７トンダンプと10トンの違いといいますか、実

際にはほぼ同じような形で走っているのですけれ

ども、若干大きさが小さいということで、町の中

でも小回りがきくという状況です。それと、山の

中のほうを走っていった場合もＵターンとかそう

いう小回りの関係で７トンがきくという状況でご

ざいます。 

 それとまた、７トンと10トンの更新の関係でご

ざいます。これにつきましては、更新事業という

ことで国の補助をいただいている状況でございま

す。それにつきまして現状の能力のものの機械更

新という形で７トンで更新している状況でござい

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３号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第３号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号 町有財産の取得について

は、原案のとおり可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第12、議員の派遣に

ついてを議題といたします。 

 お諮りいたします。会議規則第121条の規定によ

り、お手元に配付のとおり派遣することにご異議

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、議員の派遣をすることに決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 以上で本日の日程は全て

終了いたしました。 

 よって、会議を閉じます。 

 これをもって平成27年余市町議会第３回臨時会

を閉会いたします。 

閉 会 午後 １時２２分 
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