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平成２６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 ３時３９分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２６年１２月１１日（木曜日）     

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開 会             

平成２６年１２月１１日（木曜日）午前１０時

〇出 席 議 員  （１７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 

      〃     １７番 庄   巖 龍 

      〃     １８番 吉 田 浩 一 

〇欠 席 議 員  （１名）        

  余市町議会議員 １６番 安 宅 俊 威 

 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  坂 本 満 彦 

  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 
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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  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２６年余市町議会第３回定例会 

      付託 議案第 ３号 余市町指定介 

      護予防支援等の事業の人員及び運営 

      並びに指定介護予防支援等に係る介 

      護予防のための効果的な支援の方法 

      に関する基準等を定める条例案   

  第 ４ 議案第 ４号 余市町地域包括支援 

      センターの人員及び運営に関する基 

      準を定める条例案（以上２件、民生 

      環境常任委員会審査結果報告）   

  第 ５ 平成２６年余市町議会第３回定例会 

      付託 認定第 １号 平成２５年度 

      余市町水道事業会計決算認定につい 

      て（平成２５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 ６ 平成２６年余市町議会第３回定例会 

      付託 請願第 １号 余市町議会議 

      員定数削減に関する請願書（議会運 

      営委員会審査結果報告）      

  第 ７ 総務文教常任委員会審査終了報告 

      （地方自治法第９８条第１項による 

      事務検査）            

  第 ８ 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６号）） 

  第 ９ 議案第 １号 平成２６年度余市町 

      一般会計補正予算（第７号）    

  第１０ 議案第 ２号 平成２６年度余市町 

      介護保険特別会計補正予算（第２号） 

  第１１ 議案第 ３号 平成２６年度余市町 

      国民健康保険特別会計補正予算（第 

      １号）              

  第１２ 議案第 ４号 平成２６年度余市町 

      後期高齢者医療特別会計補正予算 

      （第１号）            

  第１３ 議案第 ５号 平成２６年度余市町 

      公共下水道特別会計補正予算（第１ 

      号） 

  第１４ 議案第 ６号 平成２６年度余市町 

      水道事業会計補正予算（第１号）  

  第１５ 議案第１４号 余市町職員給与条例 

      の一部を改正する条例案      

  第１６ 議案第１５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１７ 議案第１６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 

      に関する条例等の一部を改正する条 

      例案               

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４回定例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、安宅議員は所用のため欠席、吉田豊議員

は通院のため午前中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。 
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 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４件、委員会審査終了報告１件、議案

16件、報告１件、他に一般質問と議長の諸般報告

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３番、井議員、議席番号４番、藤

野議員、議席番号５番、溝口議員、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いてご報告申

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。 

 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４件、委員会審査終了報告１件、議案

16件、報告１件、一般質問は８名によります10件、

他に議長の諸般報告でございます。 

 会期につきましては、本日より12月16日までの

６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、内容についてご報告申し上げます。 

 平成26年余市町議会第３回定例会付託にかかわ

る日程第３、議案第３号 余市町指定介護予防支

援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例案、日程第４、議案

第４号 余市町地域包括支援センターの人員及び

運営に関する基準を定める条例案、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、民生環境常任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26年余市町議会第３回定例会付託にかかわ

る日程第５、認定第１号 平成25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

25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26年余市町議会第３回定例会付託にかかわ

る日程第６、請願第１号 余市町議会議員定数削

減に関する請願書につきましては、議会運営委員

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７、総務文教常任委員会審査終了報告で

す。 

 日程第８、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９、議案第１号 平成26年度余市町一般

会計補正予算（第７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26年度余市町介護

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11、議案第３号 平成26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12、議案第４号 平成26年度余市町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につきま
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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26年度余市町公共

下水道特別会計補正予算（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14、議案第６号 平成26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15、議案第14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16、議案第15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17、議案第16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

る条例等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18、一般質問は、８名による10件です。 

 日程第19、議案第７号 余市町過疎地域指定に

おける固定資産税の課税免除に関する条例案につ

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８号 余市町半島振興対策実

施地域における固定資産税の不均一課税に関する

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21、議案第９号 余市町特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例案、日程第22、議案第10号 余市町

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例案、日程第23、議案第11号 余

市町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例案、以上３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、所

管の民生環境常任委員会に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12号 余市町国民健康保険条

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25、議案第13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。 

 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16日まで

の６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16日まで

の６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。 

 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。 
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 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11日、後志町村議会議長会によ

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がなされておりま

すので、ご報告いたします。 

 次に、去る11月12日、東京ＮＨＫホールにおい

て第58回町村議会議長全国大会、あわせて第39回

豪雪地帯町村議会議長全国大会が開催され、お手

元に配付の大会決議並びに特別決議等が採択され

ましたことをご報告いたします。 

 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26年第３回定

例会において付託にかかわる日程第３、議案第３

号 余市町指定介護予防支援等の事業の人員及び

運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例案、日程第４、議案第４号 余市町地域包

括支援センターの人員及び運営に関する基準を定

める条例案、以上の２件を一括議題といたします。 

 この際、民生環境常任委員会委員長から審査結

果の報告を求めます。 

〇12番（土屋美奈子君） ただいま一括上程され

ました平成26年余市町議会第３回定例会において

民生環境常任委員会に付託されました議案第３号 

 余市町指定介護予防支援等の事業の人員及び運

営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準等を定める

条例案並びに議案第４号 余市町地域包括支援セ

ンターの人員及び運営に関する基準を定める条例

案、議案２件につきまして、その審査の経過と結

果についてご報告を申し上げます。 

 当該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、報告を省略させていただきます。 

 このたび提案されました条例案２件につきまし

ては、地域の自主性及び自立性を高めるための改

革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律、第３次一括法の施行並びに関係法令が改正さ

れたことにより、これまで国が一律に定めていた

各種基準について地方自治体がこれを条例で定め

ることとされたことに伴い、条例を新たに制定し

ようとするものであり、その主な内容でございま

すが、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営

並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準等と地域包括

支援センターの人員及び運営に関する基準を定め

る内容であります。 

 なお、それぞれ条例案における基準制定の基本

的な考え方としては、第３次一括法により省令で

定める基準に従い定めるとされている基準につい

ては省令のとおり規定することとし、また省令で

定める基準を標準として定めるとされている基準

については省令のとおり規定することを基本とし

ていますが、一部項目について独自の基準が規定

されているところであります。 

 委員会といたしましては、議案の審査に当たり

まして審査の参考に資するため各条例案の概要、

指定介護予防支援を行う事業者、余市町地域包括

支援センター運営協議会委員名簿について資料の

提出を求め、詳細な説明を聴取し、鋭意慎重に審

査をしてまいりました。 

 審査の結果における質疑等の内容についてその

主なものをご報告申し上げます。議案第３号 余

市町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

案において、地域包括支援センター運営協議会委

員の選出方法について、第６条の内容及び手続の

説明及び同意における電子情報処理組織による運
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営とセキュリティーの問題について、正当な理由

なく指定介護予防支援の提供を拒んではならない

とあるが、正当な理由により断ることができる事

案について、指定介護予防支援事業の会計と区分

するその他の事業の会計について、地域包括支援

センター運営協議会の役割について、指定介護予

防支援事業者の担当職員の資質向上について、事

故発生時の対応と損害賠償について、介護予防支

援と医療サービスの連携について、介護予防支援

の実施に当たり期間を定めて目標を設定するとあ

るが、目標達成に至らなかった場合について、通

院介助など必要としているサービスを利用したく

ても受けられない要支援者について、今後の介護

保険制度改正における要支援者に対する町の対応

についてなどの質疑が交わされ、これに対し理事

者側より運営協議会委員の選出については介護保

険のサービス事業者並びに医療、保健及び福祉に

係る職能団体の関係者、介護保険の被保険者及び

介護保険の利用者、介護保険以外の地域資源や地

域における権利擁護、相談事業等を行う関係者な

ど各関係機関、団体等からの推薦による。利用者

が申請内容を確認する重要事項は、文書による説

明以外にパソコンを通じた通信手段で提示し、同

意の確認ができ、文書として出力して保管できる

ものであれば認められるという規定であり、取り

扱いは個人情報もあるため万全な体制で対応する

よう指導したい。ケアプランは、本町に住所を持

つ人のみ作成できるので、住所を持っていない人

は正当な理由で拒否することができ、また介護予

防事業の報酬の限度額を超えるものなど法令上の

枠組みを超える要望がある場合についても正当な

理由により拒否できるものと考える。指定介護予

防支援事業者は地域包括支援センターであるが、

事業所として行っている介護予防ケアマネジメン

ト業務の会計と地域包括支援センターとして行っ

ている通常の介護予防事業や相談業務等の会計を

区分しなければならないという規定である。地域

包括支援センターの円滑な運営、地域住民の心身

の健康保持及び生活の安定のための必要な援助、

保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援す

ることを目的としている。介護支援専門員は、更

新の際には実務研修を、主任の場合は主任者研修

を受けており、さらには地域ケア会議などの機会

あるごとに各種研修に参加し、資質の向上に努め

ている。ケアプラン作成に当たり利用者宅へ訪問

し、当事者と接する以上不測の事態が全く起こら

ないとは言い切れない中、万が一事故等が発生し

た場合には詳細な報告、記録をするなど必要な対

応に当たり、損害賠償が発生した場合には介護予

防支援事業者が責任を持って対応する。介護予防

支援サービスを必要とする方の中には医療機関に

通っている方も多いため、医療状況を十分把握し

ながら無理のない適切なケアプランを作成すると

ともに、地域ケア会議を開催しながら医療との連

携に努めたい。設定された目標が達成されない場

合は、本人と面談し、実現可能で改善が見込める

ような計画を再度提案してサービスを提供する。

介護保険の制度上、利用が困難であれば地域での

支え合いの中での対応など日常生活のサービスに

対する地域体制の構築を考えたい。通所介護、訪

問介護については町村独自で実施することになる

が、事業費については今までどおり国からの補助

もあると聞いており、要支援者に対するサービス

は町が責任を持って提供し、地域に合った事業を

実施しなければならないと考えるとの答弁がなさ

れたところであります。 

 次に、議案第４号 余市町地域包括支援センタ

ーの人員及び運営に関する基準を定める条例案に

おいては、余市町地域包括支援センターの将来的

な人員体制についてなどの質疑が交わされ、これ

に対し理事者側より第１号被保険者の増加に伴い

平成26年度途中において１名増員し、現在は５名

体制となっているが、今後の人員体制については

増員も含め事業者と十分協議を重ねたいとの答弁
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がなされたところであります。 

 これらの経緯を踏まえ、委員会において採決に

付したところ、平成26年第３回定例会付託にかか

わる議案第３号 余市町指定介護予防支援等の事

業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等を定める条例案につきましては、起立多数

をもって原案可決、議案第４号 余市町地域包括

支援センターの人員及び運営に関する基準を定め

る条例案につきましては、全会一致をもって原案

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を申し上げまして、民

生環境常任委員会の審査結果のご報告にかえさせ

ていただきます。 

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、議案第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。 

 これより議案第３号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 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、議案第３号 余市町指定介護予防支援

等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準等を定める条例案は、委員長の報告の

とおり決しました。 

 次に、議案第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。 

 これより議案第４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

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 余市町地域包括支援セン

ターの人員及び運営に関する基準を定める条例案

は、委員長の報告のとおり決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、平成26年第３回定

例会において付託にかかわる日程第５、認定第１

号 平成25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25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。 

〇13番（中谷栄利君） ただいま上程されました

平成26年余市町議会第３回定例会において平成

25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25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26年９月19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、委員長に不肖私中谷が、

副委員長に野呂委員が選任されました。 

 実質審議につきましては、平成26年11月20日、

１日間で審議を終えた次第であります。なお、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。認定

第１号 平成25年度余市町水道事業会計決算認定
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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、当該特別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 

 これより認定第１号について討論を行います。

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25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26年第３回定

例会において付託にかかわる日程第６、請願第１

号 余市町議会議員定数削減に関する請願書を議

題といたします。 

 この際、議会運営委員会委員長から審査結果の

報告を求めます。 

〇４番（藤野博三君） ただいま上程になりまし

た平成26年余市町議会第３回定例会において議会

運営委員会に付託されました請願第１号 余市町

議会議員定数削減に関する請願書につきまして、

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。 

 当該委員会の開催年月日、出席委員につきまし

ては、お手元に報告書が配付されておりますので、

報告を省略させていただきます。 

 本請願につきましては、町内在住の米坂利治氏、

安本幹雄氏、金沢治氏の３名から彫谷議員を紹介

議員として提出されたもので、その内容は、地方

財政を取り巻く環境は極めて厳しい状況にあり、

本町においては人口減少、高齢化により財政の悪

化の一途をたどり、今日ほど行政を簡素化し、経

費の削減に努め、健全な財政運営が求められてい

る中で議会みずからも何らかの対応をとる必要が

あり、行政だけに任せることなく、諸般の状況を

考慮し、議員の良識、自主的な判断に委ねますが、

議員定数を削減し、次期一般選挙から適用された

い、とする内容であります。 

 当委員会としては、本請願の審査に当たり初め

に審査の方法について協議し、定数にかかわる町

村議会議員の定数状況や道内町村議会の議員定数

削減状況、全国町村議会実態調査結果、同規模町

村の産業別就業人口や第２次分権改革の経過等に

ついて審査の参考に資するため事務局に資料提出

を願い、また紹介議員であります彫谷議員を会議

規則第92条の規定に基づき委員会に出席願い、説

明を求めることが確認されました。紹介議員から

説明を受けた後、さらに審査の充実を図るため委

員会条例第26条の２の規定に基づく参考人として

請願者の出席を願い、慎重に審議を重ねてきたと

ころでございます。 

 審査の経過につきましては、ただいま申し上げ

ました紹介議員及び請願者から意見聴取を行った

際には最初に請願趣旨の説明を願い、その後委員

会として総括質問を行った上で各委員から質疑が

行われました。紹介議員の彫谷議員からは請願趣

旨等においては、地方財政を取り巻く環境は経済

不況により悪化の一途をたどっており、本町にお

いてはさらに人口減少により町民税を初めとする
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歳入は減少し、極めて厳しい状況であり、議員定

数を削減することで議会改革の模範を示すことと

したい。議会改革の進んでいる町村においては、

議員定数を積極的に削減しており、議会の役割は

十分に発揮できるものと判断いたしており、町民

のほうから見ますと議員が多過ぎる、無駄な税金

を使っているという声は多く寄せられている。余

市町議会議員選挙において景気の悪化や人口減と

ともに立候補者が少なくなり、町長選挙のように

選挙がない場合も考えられ、議会制民主主義の根

幹を揺るがすことになってしまう。４年に１度町

民から選挙において審判が下されるような定数に

すべきと考えられる、との説明がなされました。 

 委員会の総括質問としては、３点にわたり行い

ました。１点目は、請願書中に人口減少、高齢化

により財政の悪化の一途をたどっておりとある

が、余市町の財政状況をどのように考えているか。

また、定数を何人削減が妥当と考えているか、そ

の財政効果について。２点目は、請願書中に本町

においては数名削減しても合議制の機関である議

会の役割は十分発揮できるものと判断しますとあ

るが、その根拠について。３点目は、請願書中に

議会改革の進んでいる他の町村では議員定数を積

極的に削減しておりとあるが、何をイメージした

議会改革を考えているのかについて質問を行いま

した。 

 これに対し紹介議員からは、１点目については、

何人削減が妥当と考えているかについては請願者

の意向としては議員の皆さんにお任せすると聞い

ている。また、財政効果については、余市町の財

政力指数が非常に硬直化していますので、それを

改善するようにということである。２点目につい

ては、議会としては委員会その他全体で会議して

おりますので、人員が減っても全体で会議して物

事を決めていくということである。３点目につい

ては、議会改革が進んでいる栗山町ではみずから

定数を削減し、また各市町村でも人口が多い、少

ないにかかわらず定数を削減しているとの答弁が

なされました。 

 さらに、各委員から、定数削減することが議会

改革のように聞こえるが、住民が求めている議会

改革をどのように進めようと考えているのか。議

会改革を根底に議論していかなければならないの

に定数削減だけを根拠とした問題は時期尚早、問

題が不明瞭ではないか。行政の簡素化、経費の節

減については議会の権能としてチェックしていく

のは我々の立場で、多くの住民のさまざまな意見

を反映させた中で行政と対峙する問題だというふ

うに思うが。二元代表制の意義が十分発揮されな

いで定数だけ削減が先行してしまうのではない

か。今５人、６人で委員会を進めているが、その

中で困難になっている部分もあり、将来的にどう

していくか議会改革の中で取り組んでいくべきと

思うが。これに対して紹介議員からは、請願の趣

旨は議会改革をしてくれということではなくて定

数削減が主たるものと考えており、合議制の機関

であるという意味では各委員会が６人から５人に

なっても役割は十分発揮できるという判断と思

う。町長選挙も無投票、３年前の町議選も直前ま

で無投票というような情報も流れたこともあり、

議会制民主主義から定数削減して選挙になったり

ということが民主主義の根幹だと思う。行政の簡

素化とか削減というのは行政の範疇だが、議員み

ずからも定数削減して協力するという姿勢が大事

ではないか。議員定数は何人が妥当であるか各種

学会やシンクタンクから共通の見解も含め答えが

出ていないというのが現実で、法的、論理的な裏

づけはない中で町民の意見、他自治体の事例から

考えていくべき。地方分権が進む時代において議

員は少ない人数でさらに行政をチェック、政策提

言し、一人一人が今まで以上により緊張感を持つ

べき時代が来ている。常任委員会が６人から５人

になっても議会の役割は十分発揮できるものと判

断する、という説明がされました。 
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 次に、前段申し上げましたように請願者を参考

人として委員会に招致し、３名のうち１名が欠席

されましたが、同時に請願趣旨、提出に至る経過

等の説明を願い、その後総括質問を行った上で各

委員から質疑を行いました。 

 初めに、請願趣旨等の説明においては、余市町

も他市町村同様人口が減少し、財政が先細る中、

議会みずから先頭に立って議員の定数を含めて検

討し、考えていくことが必要、若い人たちが議員

になろうという環境を今のうちにつくっていただ

き、議員の定数を含めてよりよい活性化する議会

であってほしいと思っている。皆さんと話し合え

る場所を持つことが議会の皆さんのこの先の活性

化もあるでしょうし、余市町の発展のために皆さ

んの大事な意見を聞いていただければと思いま

す、との説明がなされました。 

 次に、紹介議員に行ったのと同様の総括質問３

点に対しては、数字的にはわかりませんが、毎月

広報等の人口を見て、微少ですが、減ってきてお

ります。また、福祉関係の会合等に出ると高齢化

がかなり進んでいるのは事実です。そのような関

係でこれから特に今はお金がないということで何

ひとつできないという状況のようです。定数を何

人削減が妥当かについては、何名ということでは

なく、実際多いと感じていますので、議員の皆さ

んで議論していただき、お決めになっていただき

たい。議会の役割は、住民代表機関としての機能

を持って、多種多様な住民意思を反映し、複数の

議員から成る合議体とあり、住民のいろいろな会

合などに参加していただき、住民の意思を吸い上

げていただければ人数がある程度減っても十分に

話し合いができることになるのではないかと思っ

ております。近隣の町村でもやっており、定数が

削減されてもやっていけるというイメージでうた

った。また、議会には委員会が３つありますが、

１つの委員会の所属でなくて皆さんがそこに入っ

ていただき、１つの委員会にできないかと思って

います。ある議員に聞くと、その委員会に所属し

ていないからわからないとの話にもなりますの

で、議員の皆様は何でも知っていただけるような、

そういった場になればと思っています、との答弁

がなされました。 

 引き続き各委員から質疑を行い、議会改革と議

員定数削減がどう結びつくのか、またどこまで進

めれば改革が進んだと考えられるのかについて

は、議員の資質向上とネットワークづくりを目標

としたグリーンシード21という地方自治の勉強を

する会があるが、皆さんもそういったところに入

っていただき、一生懸命勉強していただき、それ

が結果的に議会の活性化につながってくるし、余

市町の発展にもつながっていくと理解している。

少数意見、それから住民の多様な声を反映するこ

とも議会制民主主義の重要な役割であり、定数を

削減することによってそういった意見の反映に影

響が出るのではないかについては、憲法第５条に

全ての公務員は全ての奉仕者であって一部の奉仕

者ではないとなっており、自分の選挙で投票した

意見の代弁者であってはならない。余市町全体の

責任を持つべきで、人数を減らし、多様な意見が

反映されなかったということはあり得ない。定数

の削減によって当選ラインが上がり、これからの

若い人が立候補を考えたとき難しくなってくる可

能性があるが、どのように考えているかについて

は、なぜ若い方が定数を減らすと立候補しづらく

なるのか。選挙で自分の主張を申し上げ、住民が

判断すればいいことですから問題ないと考えてい

る。町の産業構造から多種多様な職業で構成され

た全道的にも特異な町で、幅広く人材を議会に送

り出すためには現在の議員定数が限度ではないか

と思うがについては、そんなことでは議会も活性

化を図れない。議員もあらゆる会合に出席して、

住民の意見や意思を十分に吸い上げてやっていた

だければやっていけると思う。委員会中心主義の

制度の中で議員としては町民の声を背負った中で
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理事者側と質疑している。現在１つの委員会は五、

六人でやっているが、については、仮に１人欠け

てもできないのか。やる気持ちはないのか。もっ

と日にちも回数もふやしてやるべきではないの

か。人数が減ったからできないという問題ではな

く、議員の資質の問題です。参考人の説明は請願

書の中身と一致していない。議員の資質を上げて

もっと町民の声を聞くべきだということを言われ

ていると思うが、については、議会が町民と一緒

にみんなでやりましょうという会合ができれば非

常にありがたいと思っています、との答弁がなさ

れました。 

 委員会としては、これらの経過を踏まえ、委員

間での討議、意見交換を重ねながら慎重に審査を

行ってまいりました。各委員からは、議員定数削

減の町民からの意見は重要である。紹介議員、請

願者からの請願の願意を聞き、質疑も行ったが、

その願意は伝わってこない。議会改革と議員の資

質の問題、さらに町政懇談会等に出席し、町民の

声を聞いてほしいとのことであった。紹介議員と

請願者から総括質問に対して明快な答弁がなかっ

た。議員定数削減は、議員みずから議論していく

べきもの。広く町民の意見を聞くとなれば話し合

いの場や報告する場を設けていく体制づくりが必

要である。多種多様な産業構造がある町であり、

また地方分権が進む中多くの課題も抱えており、

議会も現在議会改革を進めており、時期尚早では

ないか。議会改革は、定数の削減で身を切ること

が改革だと言われており、前回の定数削減におい

て弊害も出ている。議会改革を進め、人口の推移

も見ながら議論していくべきで時期尚早である。

少数精鋭、議員の資質の向上は、議員みずから努

めなければならない。請願者も言っているとおり、

議会改革は今後も議員定数のあり方も含め議論し

ていかなければならない。財政の硬直化は、定数

削減しても経常収支比率は下がらない。財政の硬

直化をみずからの問題として、定数削減すること

によって身を正せというのは論法違いではない

か、住民自治の縮小につながる。地方分権の中、

人口が減少しても議員の仕事は今まで以上にふえ

ていく。紹介議員からの選挙にならないから定数

を減らしたほうがいいのではないかということは

乱暴な気がする。立候補する人が少ないのはほか

にも原因があるのではないか。人口減を食いとめ、

財政をよくするために幅広く各層の特に若い人か

ら意見を吸い上げる意味からも定数削減の話と並

行してとの意見もいただいている。請願者の参考

人質疑の中でも住民のところに議会が出向いてい

ない、住民の声を聞いていないということに対し

てもこれからの議会改革できちんと正していかな

ければならない課題だと思う。議会のことを町民

にもっと知ってもらうためにも議会改革を進める

と同時に、議会運営のあり方や仕組みを理解して

もらうよう取り組みをすべき。人口減少について

は、国の機関の調査結果から確実に起こってくる。

議員定数は継続し、議会みずからが決断していく

ことであって、議会改革に向けては努力をしなが

ら議員みずから考えていく重大な問題と考えてい

る、などの意見が出されました。 

 これらの審査経過を踏まえ、採択に付したとこ

ろ、平成26年第３回定例会付託にかかわる請願第

１号 余市町議会議員定数削減に関する請願書に

ついては、起立少数で不採択との結論を得た次第

であります。 

 なお、当委員会では地方分権が進む中で議会の

機能強化、議会の自由度の拡大など地方自治法の

改正に伴う制度改革から継続し、調査をしていま

すが、議会の自主性をどう発揮していくのか意思

決定機関としての議会の役割は重要なものになっ

てきております。このような状況下で議会改革・

活性化についても議会運営に関する制度調査を進

める一方、議会ホームページの立ち上げを含め傍

聴者への便宜提供、さらにことし３月に議会を傍

聴された方に実施したアンケート調査を参考にわ
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かりやすい議会の審議を進めていく上から、先ほ

ど報告されました水道事業会計決算特別委員会か

ら一問一答方式を試行的に導入することなど着実

に進めてきており、今後も引き続き積極的に取り

組んでいくことの確認がされておりますことをこ

の際あわせてご報告申し上げます。 

 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、議会運営委

員会の審査結果の報告といたします。 

〇議長（中井寿夫君） 委員長からの報告が終わ

りました。 

 質疑はありませんか。 

〇18番（吉田浩一君） 会派に所属していない議

員でありますので、あえて質問させていただきま

す。全部で２点お伺いいたします。 

 今委員長から報告があったのですけれども、今

回の前に余市町の議会で請願書が提出されたのは

平成17年の10月でした。この17年10月の請願書は、

障害福祉サービスを利用する利用者の負担増に反

対する請願書と題して提出されましたけれども、

提出者は聾唖団体からであって、その紹介議員と

なったのは佐々木正江議員と私でした。請願の紹

介議員は、請願者と表裏一体となって、また議員

ということによって委員会で招致された場合はよ

り専門的に答弁をして、請願者とともに請願書を

採択してもらえるように答弁していかなければな

らない、それが紹介議員の第一の任務であると、

そういうふうに考えます。このときの委員会の雰

囲気としては、請願書が出されたその時間的な問

題、つまり国のほうの法律のタイミング、法律の

制定時期もあって余市町議会としては採択する

か、採択しないか微妙なタイミングであって、採

択に反対する議員もいたと、私はそういうふうに

感じています。ですけれども、佐々木議員ととも

に採択されるように全力をもって答弁して、各議

員が納得できるような答弁をした。その結果、委

員会の採択結果としては全会一致をもって採択の

結果を得たということがありました。 

 今回の請願において11月12日に紹介議員である

彫谷議員が招致されて、各委員からの質疑に答え

ておりました。委員長の報告では時間的なものの

報告がされていませんでしたけれども、私も委員

会に委員外議員として参加しておりましたけれど

も、答弁に至る経過として紹介議員は請願者と打

ち合わせしたいので、答えられないだとか答弁調

整の時間をいただきたいと、そういう答弁が繰り

返されていたと、そういうふうに認識しています。

請願のルールとしてこれは全くなっていない話で

あって、請願の内容がいいとか悪いとかという前

に紹介議員が答弁ができない以上議会ルールとし

てこの請願書は採択の要件が不完全であると、私

はそう考えています。また、今委員長の報告があ

ったのですけれども、質問と答弁がかみ合ってい

なかったと、そういうふうに私は見ていました。 

 それで、質問の１点目です。今私が発言した内

容、つまり紹介議員は答弁調整を繰り返したり、

まともに答弁ができなかったということで相違は

まずないのかどうか。 

 次です。その委員会から出された結果について、

その結果に至る審議経過の中で議会みずからが改

革に努めるということで委員長報告は締められて

いました。委員長報告にもありましたけれども、

余市町議会としても一問一答方式、またインター

ネットにおける議事録の解禁や議会日程の周知も

されるようになってきましたけれども、やはり住

民にとってはまだまだ理解されていない部分もあ

ると思いますし、前回平成19年の議員選挙から定

数が現在の18名になったことによって、住民の方

にはなかなか理解されないとは思いますけれど

も、今その弊害が出ていると私は考えています。

委員会で出た意見の中にもそういうのがあったと

いうふうな報告がありました。これは議員の論理

かもしれませんけれども、特にその影響は23年の

選挙以後、より明確にあらわれていると私は思っ
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ています。委員長報告の中では、各議員から今後

に向けた意見が出されて、その内容があって、積

極的に取り組んでいくという確認がされたと結ば

れておりましたけれども、今後どうやっていくの

かという具体的な審議の方法というか、それはな

かったのではないかなというふうに聞いていま

す。 

 それで、質問の２点目ですけれども、以前は議

会改革の特別委員会という委員会を編成して協議

がされていましたけれども、現在はその特別委員

会が編成されていないことから、協議をするとす

れば議会運営委員会しかないと思いますけれど

も、今後も議会運営委員会でこの協議を続けてい

くということで間違いないのか。 

 以上、２点お伺いいたします。 

〇４番（藤野博三君） 18番、吉田議員に２点の

ご質問ありましたので、答弁させていただきます。 

 まず、１問目の私の発言した内容に事実相違な

いかということでありますけれども、委員会とい

たしましても紹介議員に対して３点の質問をいた

しました。そして、その中で願意が伝わらなかっ

たということもありまして、請願の趣旨その他を

再確認するために再度の答弁を行った次第であり

ます。そして、紹介議員の話を聞いた中でどうも

願意が明確に判断できないということで、それで

あればこの際請願者に参考人として出席いただい

て、請願者からもその願意、またその経過につい

てご説明を願おうという結果になった次第であり

ます。 

 それから、質問の２点目に対しては、これから

も議会運営委員会でこの協議を続けていくのかと

いうことでありますけれども、これは今後も議会

運営委員会で議会改革活性化に対しては一丸とな

って積極的に取り組んでいくと委員会での確認が

なされておりますので、ご理解をお願いしたいと

思います。 

〇12番（土屋美奈子君） 確認です。今議会運営

委員会の委員長から答弁ございました２点目です

けれども、議会改革について積極的に取り組んで

いくという答弁でしたけれども、これはそれが決

定されていることではなくて、必要があればその

ときによっては議会改革の委員会は設置すること

もあり得ると私は捉えているのです。だから、そ

このところをこれから議会運営委員会だけでやっ

ていくのか、そのときによっては話し合いによっ

て設置もあり得るわけですよね。そこの確認だけ

を、済みません、お願いいたします。 

〇４番（藤野博三君） 12番、土屋議員にご答弁

申し上げます。 

 今議会改革活性化の件で質問を受けたと理解し

ております。ただ、私たちの議会運営委員会は、

その活性化を設置する、しないを議論する委員会

ではありません。あくまでも議会運営に関する、

その中にこの活性化の部分も含まれているという

ことで、今その所管の中で議会改革活性化を議論

しているわけです。それは、先ほども吉田議員に

も答弁しましたけれども、議会運営委員会の中で

これからも議会運営委員会でできる議会活性化は

していこうという合意は得ておりますので、ただ

特別委員会の議論は我々の委員会はする場所では

ありませんので、これはまたその機会があれば各

会派の代表者などで話し合っていただいて、それ

はそのときになればそういう委員会も設置するよ

うな考えでやっていただければいいと思うので

す。ただ、当委員会としては、今委員会に与えら

れた中での調査権、審査権をもって審議しており

ますので、それをもってできるところからやって

いこうということでありますので、土屋議員のご

理解お願いしたいと思います。 

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。 

 これより請願第１号について討論を行います。

討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより請願第１号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本件に対する委員長の報告は不採択であります

ので、請願第１号について採決いたします。 

 本案は、採択することに賛成の議員の起立を求

めます。 

（賛成者起立） 

 起立少数であります。 

 よって、請願第１号 余市町議会議員定数削減

に関する請願書は、不採択と決しました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１１時０６分 

再開 午前１１時２６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７、総務文教常任

委員会審査終了報告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終

了の報告を求めます。 

〇１番（野呂栄二君） ただいま議題となりまし

た地方自治法第98条第１項による事務検査につい

て、審査の経過並びに結果につきましてご報告を

申し上げます。 

 当委員会は、余市町労働福祉会館における転落

事故に関する事項につきまして地方自治法第98条

第１項の規定に基づき、事務検査の権限が付与さ

れて以来慎重審議を重ねてまいりました。当該常

任委員会の開催年月日、出席委員、説明員、検査

の過程で要求した書類等につきましては、各議員

のお手元に配付のとおりであります。 

 本件につきましては、各議員のご承知のとおり、

さきに開催されました第２回定例会において中間

報告をしておりますが、その後の経過について初

めに報告いたします。 

 中間報告の際にご報告しましたとおり、その後

事故当時の担当部署でありました商工観光課長を

参考人として委員会に招致し、事故前後における

経過等について意見聴取をいたしました。冒頭私

委員長より総括質問を行いました。その内容は、

（１）、労働福祉会館の隣地の木は誰が指示し、

何の目的で切らせたのか。また、事故調査委員会

の報告書に数年前から樹木の剪定作業をしなけれ

ばならないという話があったとあるが、いつごろ

から出ていた話なのか。（２）、緊急雇用創出推

進事業との関連で余市宇宙記念館の軽作業員とし

て採用した職員を誰の指示でなぜ枝払い作業をさ

せたのか。（３）、事故調査委員会の報告書では、

労働福祉会館周辺樹木の剪定作業を行う経過につ

いて参考人は現場を再確認した上で実施したとあ

るが、当委員会でも現地調査をし、また事故後に

立ち木の伐採を業者に委託する前の写真も委員会

で確認しているが、再確認の上実施に至った経過

について。（４）、同じく報告書に労働安全衛生

に関し、事故前日の打ち合わせで参考人から虎ロ

ープを使用した安全帯の装着方法について反対側

の屋根の下に車を置いて、それに虎ロープを結ぶ

ようその方法を教えていると記載されているが、

当時の担当係長は特に指導はなかった、具体的な

話があったか記憶がない、安全帯の装着の手法等

については打ち合わせの中で話をしたが、課長か

らの指示があったかどうかについては記憶がない

と述べられている。参考人は、誰にどのような指

示をしたのかお聞かせ願いたい。（５）、平成23年

９月30日付で事故にかかわり小樽労働基準監督署

に関係書類を提出した際の復命書の中で全ての責

任は課長である参考人にありますと説明されてい

ながら、平成24年１月26日以降本件の担当が総務

課に移ってからは被害者との接触はなかったと町

側より説明されているが、その経過についてお聞

かせ願いたい、以上５点にわたる質問を行いまし
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た。 

 それに対し参考人からは、１点目につきまして

は当時商工観光課長だったので、当然私が最終的

に指示をしています。その目的は、相当大きな木

で、労働福祉会館の屋根に覆いかぶさっている状

況からこのまま冬を越すと屋根が傷むという中で

屋根、建物の保全のために切らせた。いつごろか

らということについては、商工観光課長につく前

についてはわかりませんが、事故のあった年の夏

くらいの段階と記憶している。２点目につきまし

ては、労働福祉会館の作業の話が出た中で係長と

も協議し、最終的に他の２名の緊急雇用の職員と

合同で作業していく判断をして、担当課長として

指示を出した。３点目につきましては、現場の再

確認をいつしたのか今記憶はありませんが、現場

を何回か係長と見て、最終的にかぶさっている枝

をどうにかしないとという判断をし、作業を実施

した経過です。業者委託がベストですが、予算も

なく、冬も近いということもあり、判断に至った

状況です。４点目につきましては、事故調査委員

会の聞き取り調査があり、話をしており、同じ内

容になりますが、万が一のことがあったらという

ことで打ち合わせをしており、担当係長は特にな

かったと言われているみたいですが、私の認識と

しては指示をしたと記憶している。５点目につき

ましては、総務課に窓口が移動した内容は記憶が

薄いのですが、提出書類を含めて総務課が窓口と

なり、それ以降責任放棄ではないと思っています

が、そういう状況の中で接触をしてはいけないも

のかというような認識を持っていた。 

 その後、各委員からも質疑を行った上で委員会

としては、労働安全衛生に関し事故前日の打ち合

わせで当時参考人は２人の係長に指示したと記憶

していると発言されており、調査報告書の聞き取

りの中では係長は特に指導はなかった、具体的な

話があったかは記憶がないなどいまだ意見が食い

違っている状況から、理事者側に再度その内容に

ついて担当係長に確認されたく申し入れをいたし

ました。 

 その後の委員会で理事者側から７月17日に当時

の担当係長２名に再度聞き取りを行った経過につ

いて概要報告を受けております。報告内容として

は、①、初めに、事故当日は議会なので、係長２

人に臨時職員と一緒に現場に行って段取りするよ

う指示したという点についてでありますが、当時

の観光振興係長からは調査委員会でお話ししたと

おり現場は一度も見ておらず、木の状況もわから

なかった。明確な指示を受けたかどうかは定かで

はありません。課長から現場に行くよう指示され

た記憶はありませんが、２人で行かなければなら

ないとの認識から他の作業を終えてから現場に行

く予定をしていました。また、当時の産業振興係

長からは、記憶が曖昧で前回お話ししたことと変

わるところはありません。現場には作業を行って

いる途中で行く予定でいたという回答でした。②、

次に、事故前日の打ち合わせの中で高所作業から

具体的な安全作業の方法についてでありますが、

観光振興係長からは調査委員会でお話ししたとお

り、安全帯を用意しなければならないということ

で、自分が持っていたことから準備をしました。

安全作業について具体的な指示があったかどうか

については記憶はありません。産業振興係長から

は、作業員には安全帯を渡し、気をつけて作業を

するように言っただけで、具体的な作業の指示は

していません。安全帯があったほうがいいとのこ

とで、当時の観光振興係長が持っており、持参し

てもらったとの回答でした。③、次に、前日の虎

ロープを使用した安全帯の装着方法の件について

でありますが、観光振興係長からは虎ロープを装

着する場所がないので、反対側に車を置いてそれ

に結ぶことは認識していたが、具体的に課長から

指示があったかは不明で、前に回答した内容と変

わりありません。臨時職員に安全帯を渡すときに

気をつけて作業をするよう話をした程度で、臨時
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職員に対して特段の指示はしていません。産業振

興係長からは、臨時職員には安全帯を渡し、気を

つけて作業をするよう話しましたが、具体的な方

法等の指示はしていませんでした。作業中観光振

興係長と２人で現場に行くことは認識しており、

当日は事務作業を終えた後、午前10時ごろ現場に

行く予定でいました。安全帯を使用することの話

はありましたが、車を用いたロープ装着方法につ

いては３人の中で話があったかどうかということ

について記憶が曖昧ですという回答でした。 

 これらの報告を受け、これまで書類検査、委員

会審議の経過を踏まえ、付託されている当委員会

として目的別に結論をいただきましたので、その

結果につきましてご報告いたします。 

 初めに、事故原因の究明について報告いたしま

す。（１）、事故原因の究明。当該事故は、平成

23年９月29日に緊急雇用創出推進事業により当時

余市宇宙記念館の軽作業員として採用された商工

観光課の臨時職員が余市町労働福祉会館の隣地で

民間の方が所有する立ち木を伐採する作業中に高

所から転落し、重篤な障害を負われたものであり

ます。当委員会としては、当該臨時職員に緊急雇

用創出推進事業内容とのかかわりで作業指示を出

した経過、事故発生前後の対応、関係機関等によ

る確認記録など、地方自治法第98条に基づく関係

書類の検査のため随時資料の提出を求めてきまし

た。また、前段ご報告しましたとおり、当時の担

当課長を参考人として委員会に招致し、意見聴取

を行うなど慎重かつ徹底した調査を進めてまいり

ました。さらに、現地に出向き事故現場を確認す

るとともに、事故後において担当課で立ち木の枝

払いを業者に依頼した当時の枝を切る前、後の写

真についてあわせて確認の上、審議を進めてまい

りましたが、これらの状況から本作業は屋根にか

ぶさる木の剪定ではなく、伐採を要する状況であ

ったと判断しています。労働福祉会館の屋根を損

傷させないことを目的に作業をさせたにしても作

業前における打ち合わせ、指揮命令の不十分さ、

安全対策に欠け作業をさせた結果であり、まして

高所作業であるにもかかわらず軽作業員として採

用した臨時職員に従事させるような業務ではない

のは明らかであり、業務をやらせたこと自体が大

きな判断の間違いである。 

 次に、事故責任の明確化についてご報告いたし

ます。（２）、事故責任の明確化。事故発生後２

年２カ月の間議会に対し全く説明がなく、また当

委員会が本件の審議を進めている中で転落事故に

かかわる調査委員会が平成25年12月27日に設置

し、開催されているにもかかわらず、その報告も

怠るなど議会軽視も甚だしく、法令を遵守しなけ

ればならない行政自体が起こした事故として町政

への信頼、信用を失墜させた大きな問題である。

特に事故発生後においての初動態勢や原因究明、

被害者に対する対応、労働行政を担当する課の職

員が労働安全衛生法、労働安全衛生規則の法令遵

守など指導的立場にある行政の担当者としての意

識の欠如と言っても過言ではなく、これまでの審

議経過、関係職員からの意見聴取、調査委員会報

告書からも明らかである。さらに、事故前日の担

当課における打ち合わせにおいては、作業の指示、

伝達の状況等、担当課長は指示した、係長は聞い

ていない、記憶にないなどと言われているように

管理職としての職務、組織での職務命令の指揮命

令系統におけるマンネリ化のあらわれであり、職

員個々の責任意識への希薄さが招いた結果と言わ

ざるを得ない。 

 また、町長は、地方公共団体における統括代表

権を有し、事務を管理し、執行する権限、また副

町長においては町長にかわって業務の詳細につい

ての検討や委任を受けた事案についての決定や処

理を行う役割を有している。それにもかかわらず、

議会において再三にわたり指摘されている関係職

員の処分問題や町理事者みずからの管理責任にお

いて、事故調査委員会は関係職員の処分の量定を
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検討する上で設け、症状が固定した段階で懲戒処

分という目的を持って設置をした。関係職員の処

分は、事故に遭われた方の症状が固定されてから

と思っていたが、その中で損害賠償請求があり、

損害賠償請求の事案が解決した後において関係職

員の処分を考えていた。しかるべきときにみずか

ら律する議案を提出したい。６月の定例会にみず

から律する議案等も提案したいと考えているなど

答弁をし、責任の時期を転々とし、議会という公

式な会議の場での発言を無視した町理事者の社会

的、道義的、政治的責任は重大であり、特に前任

期中に発生した事故の責任を明確にしない行政姿

勢はまことに遺憾であり、猛省を促すものであり、

この問題の大きさを深く認識され、一日も早く町

民への信頼回復に努められることを要請する。 

 最後に、再発防止等についてご報告いたします。

（３）、再発防止等。今回事故調査委員会の報告

書にも記載があるとおり、職員の労働安全衛生に

かかわるマニュアル化が図られてこなかったこと

が指摘されており、事故発生後職員に対する安全

教育、安全作業の徹底等、職員研修を含め重点的

に取り組まれ、作業上の安全対策、屋外作業、さ

らにメンタルの部分の３種類にわたって安全対策

マニュアルづくりを進められた結果公務災害安全

対策マニュアルが作成され、本年10月から運用が

なされている。今後このマニュアルに沿って的確

に業務管理されるとともにコンプライアンスの遵

守等職員意識の徹底を図り、今回の大きな事故を

教訓に今後二度とこのような事故を起こさないよ

う組織として再発防止に向けて十分取り組むこと

を要請する。 

 以上、慎重審議いただき、地方自治法第98条第

１項による事務検査について結論をいただきまし

たので、議員各位におかれましてはよろしくご理

解を賜りますようお願い申し上げ、総務文教常任

委員会の審査終了報告といたします。 

〇議長（中井寿夫君） 委員長からの報告が終わ

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。 

 お諮りいたします。この報告をもって総務文教

常任委員会の事務検査を終了することにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、総務文教常任委員会の事務検査を終了

いたします。 

 諸会議の開催、昼食を含め、午後１時30分まで

休憩します。 

休憩 午前１１時４６分 

再開 午後 １時３０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、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

26年度余市町一般会計補正予算（第６号）につい

て、同条第３項の規定に基づき報告し、承認を求

めるものでございます。 

 平成26年度余市町一般会計補正予算（第６号）

の内容につきましては、平成26年12月14日執行の

第47回衆議院議員総選挙並びに第23回最高裁判所

裁判官国民審査に係る経費について補正を行った

ものでございます。また、歳入につきましては、

道支出金により歳出との均衡を図った次第でござ
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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12月11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11月25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６号）。 

 平成26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1,159万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ84億1,908万円とする。 

 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。 

 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。３、歳出、２款総務費、４項選挙費、

５目衆議院議員選挙費、補正額1,159万5,000円、

１節報酬80万5,000円につきましては、第47回衆議

院議員総選挙並びに第23回最高裁判所裁判官国民

審査に伴う投票管理者並びに立会人、開票管理者

及び立会人に対する報酬でございます。２節職員

手当422万4,000円につきましては、投開票事務に

従事する職員に係る超過勤務手当の計上でござい

ます。７節賃金37万8,000円につきましては、臨時

職員に係る賃金の計上でございます。８節報償費

27万3,000円につきましては、選挙公報配布に係る

各区会への報償金の計上でございます。９節旅費

13万4,000円につきましては、投開票に係る管理者

並びに立会人への費用弁償の計上でございます。

11節需用費204万8,000円につきましては、選挙事

務に係る消耗品、燃料費、印刷製本費の計上でご

ざいます。12節役務費82万6,000円につきまして

は、選挙事務に係る通信運搬費、手数料の計上で

ございます。13節委託料235万6,000円につきまし

ては、ポスター掲示場の管理設置業務等の委託料

の計上でございます。14節使用料及び賃借料４万

5,000円につきましては、選挙事務に係る自動車の

借り上げ料の計上でございます。18節備品購入費

50万6,000円につきましては、選挙事務に係る備品

購入費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。

１ページをお開き願います。１ページ下段でござ

います。２、歳入、15款道支出金、３項委託金、

１目総務費委託金、補正額1,159万5,000円、５節

衆議院議員選挙費委託金1,159万5,000円につきま

しては、衆議院議員総選挙に係る委託金の計上で

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。 

（「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。 
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（「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９、議案第１号 平

成26年度余市町一般会計補正予算（第７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26年度余市町一般会計補正予算

（第７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、過疎対策事業債の追加補正

と財源組みかえにより生じた一般財源の減債基金

への積み立て等の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、灯油の高騰により家計

負担の増している社会的支援の必要な方に対して

緊急的にその灯油購入費の一部を助成する経費と

支給決定者の増加等に伴う障害福祉サービス費等

給付助成費、各保育園運営費負担金の補正計上を

行ったものでございます。 

 衛生費におきましては、水道事業会計負担金の

増額補正計上を行ったものでございます。 

 労働費におきましては、離職者等の臨時的な雇

用として冬期緊急雇用対策賃金の補正計上を行っ

たものでございます。 

 農林水産業費におきましては、トド被害防止対

策事業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、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と連続テレビ

小説「マッサン」応援推進協議会補助金、さらに

宇宙記念館の冬期開館に伴う経費の増額補正計上

を行ったものございます。 

 土木費におきましては、公共施設等に係る除排

雪委託料の増額と公共下水道特別会計繰出金の補

正計上を行ったものでございます。 

 消防費におきましては、北後志消防組合におけ

る人事院勧告に基づく給与改定及び人件費の整理

等に伴う負担金の増額補正計上を行ったものであ

ります。 

 教育費におきましては、各小中学校におけるス

キー授業バス運行委託料の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に

伴う長期債償還元金の増額と平成25年度の町債の

借り入れ条件確定による長期債償還利子の減額補

正を計上し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、町債等の特定財源

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１億8,219万

6,000円を既定予算に追加した予算総額は86億

127万6,000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７

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
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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（山本金五君） 議案第１号 平成26年

度余市町一般会計補正予算（第７号）。 

 平成26年度余市町の一般会計の補正予算（第７

号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ１億8,219万6,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ86億127万6,000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 地方債の追加及び変更は、「第２表  

地方債補正」による。 

 平成26年12月11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。５ページ下段でございます。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減額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。ま

た、歳出に係る財源内訳につきまして一般財源に

より予算措置しておりました事業のうち、このた

びの過疎地域指定に伴う過疎対策事業債との財源

の組みかえによるものにつきましても既定予算の

財源の組みかえということで説明を省略させてい

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100万4,000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、１

項総務管理費、１目一般管理費、補正額607万

6,000円の減、２節給料から４節共済費までにつき

ましは、人件費の整理でございます。７節賃金48万

円の減につきましては、臨時職員の賃金不用見込

み額の減額補正でございます。 

 ４目財産管理費、補正額5,227万円、25節積立金

5,227万円につきましては、社会福祉施設等建設基

金積立金42万1,000円、余市町の未来を担う人づく

り基金積立金126万3,000円、図書整備基金積立金

5,000円、減債基金積立金5,000万円、教育施設建

設整備基金積立金58万1,000円の追加計上でござ

います。なお、減債基金積立金につきましては、

過疎債との財源組みかえにより生じました一般財

源分を今後の償還に備え基金に積み立てるもので

ございます。 

 ５目企画費、補正額15万円、11節需用費12万円、

13節委託料３万円につきましては、公益財団法人

北海道健康づくり財団からの助成を受けて実施す

るすこやかロード推進事業に係るパンフレット作

成委託並びに印刷製本費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９万2,000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、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15万4,000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、４項選挙費、１目選挙管理委員会

費、補正額７万9,000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４万3,000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、６項監査委員費、１目監査委員費、

補正額６万7,000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。３款民生費、１

項社会福祉費、１目社会福祉総務費、補正額
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1,000万円、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。20節扶助費

920万円につきましては、福祉灯油助成金の追加計

上でございます。 

 ６目心身障害者対策費、補正額7,024万8,000円、

20節扶助費7,024万8,000円につきましては、支給

決定増に伴う更生医療給付助成費1,452万円並び

に障害福祉サービス費等給付費5,317万1,000円と

給付対象者増に伴う障害児給付費255万7,000円の

追加計上でございます。 

 ９目老人福祉費、補正額32万1,000円、13節委託

料32万1,000円につきましては、高齢者宅等の除雪

サービス事業委託金の追加計上でございます。 

 10目介護保険費、補正額63万2,000円、28節繰出

金63万2,000円につきましては、市町村特別給付費

の年度末までの必要見込み額の増額に伴う介護保

険特別会計繰出金の追加補正でございます。 

 ３款民生費、２項児童福祉費、２目児童措置費、

補正額1,450万4,000円、19節負担金補助及び交付

金1,450万4,000円につきましては、よいち保育園

の入所児童数の減に伴う運営費負担金の減額と町

外の広域入所者数の増に伴う増額、さらにはよい

ち保育園が行う保育士等処遇改善臨時特例事業補

助金の追加計上でございます。 

 ３目町立保育所費、補正額100万3,000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。18節備品購入費20万円につ

きましては、中央保育所厨房ガスこんろ購入費の

追加計上でございます。 

 ６目母子通園センター運営費53万5,000円の減、

１節報酬82万8,000円の減、７節賃金29万3,000円

につきましては、任用がえによる報酬の減額と臨

時職員に係る賃金の計上でございます。 

 ７目放課後児童対策事業費、補正額150万円、７

節賃金150万円につきましては、放課後児童クラブ

児童数の増に伴う指導員賃金の追加計上でござい

ます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総

務費、補正額200万8,000円の減につきましては、

人件費の整理でございます。 

 ６目保健師設置費、補正額９万4,000円につきま

しては、人件費の整理でございます。 

 ４款衛生費、３項上水道費、１目上水道施設費、

補正額768万8,000円、19節負担金補助及び交付金

768万8,000円につきましては、繰り出し基準に基

づく水道事業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35万1,000円、２節給料から次のページの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。 

 次のページ、10ページをお開き願います。２目

援護対策費、補正額126万5,000円、７節賃金206万

5,000円につきましては、冬期緊急雇用対策により

雇い入れる臨時職員に係る賃金の計上でございま

す。13節委託料80万円の減につきましては、季節

雇用労働者への支援対策として実施してございま

した公共施設等除雪委託事業についてこれまで実

績のございました企業組合が本年度は対応できな

いことから全額減額いたすものでございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員

会費、補正額12万7,000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321万8,000円につきま

しては、人件費の整理でございます。 

 ３目農業振興費、補正額ゼロ円につきましては、

過疎債との財源組みかえでございます。 

 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、寄附に伴う備

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14万7,000円につきましては、人件

費の整理でございます。 

 ２目水産業振興費、補正額64万1,000円、19節負

担金補助及び交付金64万1,000円につきましては、
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余市郡漁業協同組合が主体となって実施するとど

被害防止対策事業補助金の計上でございます。 

 ７款商工費、１項商工費、１目商工総務費、補

正額19万9,000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120万2,000円、19節負

担金補助及び交付金120万2,000円につきまして

は、中小企業振興事業補助金の追加計上でござい

ます。 

 ３目観光費、補正額300万円、19節負担金補助及

び交付金300万円につきましては、連続テレビ小説

「マッサン」応援推進協議会補助金の追加計上で

ございます。 

 ７目宇宙記念館管理運営費、補正額210万円、７

節賃金78万円、11節需用費132万円につきまして

は、余市宇宙記念館の平成26年度冬期特別開館に

要する賃金並びに燃料費等の追加計上でございま

す。 

 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、

補正額25万3,000円の減につきましては、人件費の

整理でございます。 

 次のページをお開き願います。８款土木費、２

項道路橋りょう費、２目冬期除雪対策費、補正額

504万9,000円、２節給料１万5,000円から７節賃金

までにつきましては、職員の人件費の整理と冬期

除雪に係る超過勤務手当、賃金の計上でございま

す。13節委託料142万9,000円につきましては、公

共施設の除雪と町道ほか除排雪委託料の追加計上

でございます。 

 ８款土木費、５項都市計画費、２目土地区画整

理事業費、補正額16万6,000円につきましては、人

件費の整理でございます。 

 ３目公園管理運営事業費、補正額ゼロ円につき

ましては、過疎債との財源組みかえでございます。 

 ５目公共下水道費、補正額1,874万6,000円、28節

繰出金1,874万6,000円につきましては、繰り出し

基準に基づく公共下水道特別会計繰出金の追加計

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

正額ゼロ円につきましては、過疎債との財源組み

かえでございます。 

 ９款消防費、１項消防費、１目常備消防費、補

正額253万9,000円、19節負担金補助及び交付金

253万9,000円につきましては、消防職員の人件費

整理等に伴う北後志消防組合負担金の追加計上で

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51万6,000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92万3,000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。13節

委託料19万円につきましては、貸し切りバス運賃

適正化に伴う影響見込み額の追加計上でございま

す。18節備品購入費１万円につきましては、寄附

に伴う備品購入費の計上でございます。 

 10款教育費、３項中学校費、１目学校管理費、

補正額48万6,000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。13節

委託料８万円につきましては、貸し切りバス運賃

適正化に伴う影響見込み額の追加計上でございま

す。18節備品購入費１万円につきましては、寄附

に伴う備品購入費の計上でございます。 

 ３目学校改修整備費、補正額ゼロ円につきまし

ては、過疎債との財源組みかえでございます。 

 10款教育費、４項社会教育費、１目社会教育総

務費、補正額92万3,000円につきましては、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20万円、18節備

品購入費20万円につきましては、寄附に伴う備品

購入費の計上でございます。 

 11款公債費、１項公債費、１目元金、補正額110万

2,000円、23節償還金利子及び割引料110万2,000円

につきましては、長期債借入額並びに借り入れ条



－39－ 

件確定に伴う追加補正でございます。 

 ２目利子、補正額1,131万3,000円の減、23節償

還金利子及び割引料1,131万3,000円の減につきま

しては、長期債借入額並びに借り入れ条件確定に

伴う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。３ページ下段でござ

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618万9,000円、

１節児童福祉負担金618万9,000円につきまして

は、町立保育所等の入所児童数の増減と町外保育

所への入所者数の増、さらには保育所広域入所市

町村負担金の増並びに放課後児童クラブ利用増に

伴う追加計上でございます。13節使用料及び手数

料、１項使用料、６目商工使用料、補正額110万円、

１節商工使用料110万円につきましては、余市宇宙

記念館の冬期特別開館に伴う使用料、入館料の追

加計上でございます。 

 14款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費

国庫負担金、補正額4,029万5,000円、１節児童福

祉費国庫負担金517万1,000円につきましては、各

保育所運営負担金支出の増に伴う国庫負担金の追

加計上でございます。３節身体障害者福祉施設費

国庫負担金3,512万4,000円につきましては、歳出

でご説明申し上げました障害者自立支援医療費、

障害者自立支援給付費、障害児給付費の増に伴う

国庫負担金の追加計上でございます。 

 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130万5,000円、２節児童福祉

費国庫補助金130万5,000円につきましては、歳出

でご説明申し上げました保育士等処遇改善臨時特

例事業に対する国庫補助金の追加計上でございま

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2,014万6,000円、１節児童福祉費道

負担金258万5,000円につきましては、各保育所運

営負担金支出の増に伴う道負担金の追加計上でご

ざいます。４節身体障害者福祉施設費道負担金

1,756万1,000円につきましては、国庫負担金と同

様に障害者自立支援医療費増などに伴う道負担金

の追加計上でございます。 

 17款寄附金、１項寄附金、２目総務費寄附金、

補正額126万3,000円、１節総務費寄附金126万

3,000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。町外在住の宮上行生様からの３万円、

村田勝蔵様からの５万円、中井美樹子様からの１

万円、安田憲二様からの１万円、井上勝様からの

３万円、髙橋辰子様からの１万円、匿名を希望さ

れる方８名からの９万3,000円、夏祭り実行委員会

様からの３万円、ニッカウヰスキー株式会社北海

道工場様からの100万円でございます。 

 ３目民生費寄附金、補正額42万1,000円、１節民

生費寄附金42万1,000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。佐藤ツヤ様からの20万円、八和田光子様か

らの10万円、余市菊花同好会様からの２万10円、

安芸キヌ子様からの10万円でございます。 

 ４目教育費寄附金、補正額80万6,000円、１節教

育費寄附金80万6,000円につきましては、図書館図

書購入寄附金5,000円、教育施設整備寄附金58万

1,000円、いずれも１名、匿名を希望される方から

のご寄附でございます。このほか沢町小学校、西

中学校備品購入寄附金としまして西部ジュニア会

様からの２万円、中央公民館備品購入寄附金とし

まして国際ソロプチミスト余市様からの10万円、

長根博様、節子様からの10万円でございます。 

 ６目農林水産業寄附金、補正額３万円、１節農

林水産業寄附金３万円につきましては、農業振興

寄附金としまして余市ロータリークラブ様からの

３万円でございます。 

 ７目商工費寄附金、補正額300万円、１節商工費

寄附金300万円につきましては、観光振興事業寄附

金としまして北海信用金庫様からの300万円でご
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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。 

 19款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

954万7,000円、１節繰越金954万7,000円につきま

しては、必要となる一般財源について繰越金を計

上したものでございます。 

 20款諸収入、５項雑入、１目雑入、補正額15万

円、１節雑入15万円につきましては、歳出でご説

明申し上げましたすこやかロード推進事業に対す

る公益財団法人北海道健康づくり財団からの助成

金の追加計上でございます。 

 21款町債、１項町債、３目臨時財政対策債、補

正額364万4,000円、１節臨時財政対策債364万

4,000円につきましては、臨時財政対策債の発行可

能額の確定に伴う増額補正でございます。 

 ４目過疎対策事業債、補正額9,430万円、１節過

疎対策事業債9,430万円につきましては、過疎債の

計上でございます。ハード事業分としまして４事

業合計790万円とソフト事業分、過疎地域自立促進

特別事業債として総額8,640万円の計上でござい

ます。なお、事業の適債性につきましては、今後

とも北海道とその協議を進めるとともに、ソフト

事業分の限度額につきましても8,360万円でござ

いますが、枠外で措置されることもあることから

280万円多い8,640万円で申請するものでございま

す。 

 次に、地方債につきましてご説明申し上げます

ので、２ページをお開き願います。２ページ中段

でございます。第２表、地方債補正、１、追加に

つきましては、過疎地域自立促進のための地方債

を追加いたすものでございます。起債の目的、保

育所施設改修事業債、限度額40万円、起債の方法、

普通貸借又は証券発行、利率、5.0％以内（ただし、

利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公

共団体金融機構資金について、利率の見直しを行

った後においては、当該見直し後の利率）、償還

の方法、償還期限、据置期間を含め30年以内とし

借入先が定める償還方法による。ただし、財政の

都合により据置期間及び償還期限を短縮若しくは

繰上償還又は低利に借換することができる。償還

財源、一般歳入金、その他、起債の借入について

は借入先の融資条件による。以下、起債の方法、

利率、償還につきましては同様でございますので、

目的と限度額のみ朗読いたします。起債の目的、

白岩地区給水施設設備整備事業債、限度額60万円、

起債の目的、円山公園設備改修事業債、限度額

460万円、起債の目的、旭中学校屋上防水事業債、

限度額230万円、起債の目的、過疎地域自立促進特

別事業債、限度額8,640万円。 

 ２、変更につきましては、臨時財政対策債の発

行可能額が確定したことから限度額の変更をいた

すものでございます。起債の目的、臨時財政対策

債、補正前限度額３億4,000万円、補正後限度額３

億4,364万4,000円。 

 以上、議案第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） ちょっとわからないとこ

ろがあるので、教えていただきたいのですけれど

も、まず２ページです。地方債補正のところで白

岩地区給水設備の事業債とあるのですけれども、

これ具体的な場所というのですか、たしかこの白

岩地区はもとの焼却場のところにあるのです。あ

そこの建物は衛生施設組合の管理です。どうして

そこにあるものがこの地方債補正のところに出て

くるのか、これがちょっとわからないものですか

ら、ここの点をまず教えていただきたいと思いま

す。 

 その次、９ページです。母子通園センターの運

営費で専任指導員の報酬が減額になって、賃金と
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して新たに計上しているということは、専門の職

員がやめて、それにかわる代用の人を入れるとい

うことなのでしょうか。まず、そこのところ確認

をお願いしたいと思います。 

 次です。10ページの援護対策費のところで公共

施設の除雪委託料が全額減額になっていると。さ

っき説明の中では対応ができないからやめる、全

部減額するということだったのだけれども、対応

できないから減額することはわかるのだけれど

も、では除雪しないということなのでしょうか。

そこをお願いします。 

 次です。宇宙記念館のことなのだけれども、冬

期やるということで、いつからいつまでがやる期

間なのですか、まず。ここに賃金だとか計上され

ているのだけれども、たしか私の記憶では正職員

というのか、専門ずっといる方は２人ぐらいたし

か人件費を通年で見ているはずなのだけれども、

この賃金というのはあくまでも要するにアルバイ

トというのか、そういう方の賃金ではないかなと

思うのだけれども、恐らく今まで使っていた人を

そのままずっと雇用して、引き続いて使うのかな

という気もするのだけれども、こういう雇用体系

の仕方というのが果たしていいのかどうか。つま

り雇用する段階においてどういう形、何が法律違

反なのかというのはよくわからないのだけれど

も、例えば月のうち何日以上ずっと働いていれば、

常勤にすれば社会保険つけなければならないよだ

とかと、そんなような規定があるはずなのだけれ

ども、なおかつ今までは冬を休んでいたら要する

に季節雇用というか、そこのところで一回切られ

るから、次の年もまた使えるというふうになるの

だろうけれども、これがずっと続いていく、また

春になったら、正規のあれになったら引き続きに

なるよというふうになれば雇用体系として違反に

なるのかどうか、雇用体系としてどういうふうに

なっていくのかなと、ここがちょっとわからない

ものですからお願いしたいなと思います。 

〇財政課長（山本金五君） 18番、吉田議員から

の数点にわたる部分の最初の部分、白岩の給水施

設の関係につきまして私のほうからご答弁申し上

げます。 

 まず、先ほど議員からご指摘のありましたとお

り、あそこは施設組合のごみ処理場があったとき

の地下水を利用してあそこの白岩地区の方々に給

水してございました。ただ、ごみ処理施設が変わ

ることによって、そこの井戸水の部分だけ町がそ

のまま管理を引き受ける形であそこの白岩地区の

住民の方々に飲料水を供給する施設となってござ

います。したがいまして、今回の動力設備、ポン

プ設備の改修に当たりましては、町が管理すべき

施設ということで当初予算で計上いたしまして、

このたびの過疎債充当になるであろうということ

でこのたび過疎債に振りかえたという案件でござ

いますので、ご理解願いたいと存じます。 

〇町民福祉課長（上村友成君） 18番、吉田議員

の２番目のご質問、母子通園センターの任用がえ

に伴う補正についてのご質問について答弁させて

いただきます。 

 母子通園センターでございますけれども、年度

当初におきましては職員１名、嘱託職員３名によ

り運用してございましたが、うち嘱託職員１名に

つきまして家庭の事情等によりフルタイムでの勤

務ができないという状況がございまして、このた

び臨時職員ということでの任用がえをさせていた

だき、それに伴いまして臨時職員の賃金として計

上させていただいたものでございますので、ご理

解いただきたいと存じます。 

〇総務部長（佐々木 隆君） 18番、吉田議員か

らの３点目の質問でございます。全庁的にまたが

る部分でございますので、私のほうからご説明を

させていただきたいと存じます。 

 ５款での労働費でございます。援護対策費とし

て委託料、公共施設等除雪委託料80万円の減につ

きましては、まずここにつきましては例年余市建



－42－ 

設企業組合に対しまして冬期間の季節労働者対策

として公共施設、さらには高齢者世帯の屋根の雪

おろし作業を委託をしてございました。ところが、

ことしその建設企業組合なのですけれども、作業

員が高齢化した、さらには諸般の事情によりまし

てその業務ができなくなりましたとの報告を受け

たところでございます。そうしたことからここの

部分につきましては、公共施設の屋根の雪おろし、

さらには高齢者宅の屋根の雪おろしというのはや

はり安全対策上重要な業務でもございますので、

その予算につきましては、ことしにつきましては

土木費のほうの冬期除雪対策費の中の委託料とし

てここに142万9,000円、箇所数につきましても若

干ふやして、さらには単価的なこともございまし

て142万9,000円の経費を計上したところでござい

ますので、ご理解いただきたいと存じます。 

〇商工観光課長（小林英二君） 18番、吉田議員

の４点目の宇宙記念館の管理運営費にかかわりま

す賃金についてご答弁申し上げます。 

 今回計上いたしましたのは、26年度冬期特別企

画といたしまして、連続テレビ小説「マッサン」

北海道余市編が年明け１月から放送になるという

ことで、これにあわせまして特別開館ということ

で対応させていただきたいというふうに思ってお

ります。開館に当たりましては、一応１月10日か

ら３月29日までということで、放送期間中は特別

に観覧施設を開館するという考え方でございま

す。これに当たりましては、通常記念館のほうに

は嘱託員２名と通年の臨時職員、１年雇用の臨時

職員１名がございます。ただ、観覧施設の開館と

なりますと３名では受付やら各展示コーナーの案

内、それから運転用務ということで対応スタッフ

が足りない形になりますので、これにつきまして

は日々雇いの臨時職員を雇い上げをいたしまして

運営に当たるということでございます。議員ご指

摘の雇用体系における部分でございますが、これ

につきましては法令違反にならないような形の中

で日々雇いということで対応してございますの

で、ご理解をいただきたいというふうに思ってお

ります。 

〇18番（吉田浩一君） 最初の白岩のところなの

だけれども、電気設備を町で受けたというのはそ

れはわかったのだけれども、あそこの建物自体は

町がもらっているわけではないですよね。そこの

ところだけ答弁もう一回お願いします。 

 母子通のほうは、あくまでも採用の仕方を変え

たということで、そういうことですよね。ただ、

フルタイムで働けなくなったよということであれ

ば、その分子供たちに対する対応がやっぱり減っ

てくるのかなと思うのだけれども、ここはいろい

ろな形で苦情というか、苦情というよりお母さん

方の強いいろいろな要望があるものですから、そ

の辺は支障を来さないようにやっていただきたい

なと、これは要望しておきますのでということで

す。 

〇財政課長（山本金五君） 18番、吉田議員から

の再度のご質問の中で白岩の部分について改めて

ご答弁申し上げます。 

 まず、あそこの建物、焼却施設につきましては、

これは現在の衛生施設組合の所有となってござい

ます。飲料供給施設のポンプ部分、それとそこか

ら地区までの間につきましては町が管理すべきも

のという形で整理してございますので、ご理解願

いたいと思います。 

〇18番（吉田浩一君） 町が管理でなくて、所有

はどこなのかと聞いているのです。管理は町はわ

かるのだけれども、それは町の所有なのですか、

それとも向こうの所有で町が管理しているのです

か、どちらなのでしょうか。 

〇財政課長（山本金五君） 18番、吉田議員から

再度のご質問についてご答弁申し上げます。 

 施設に関しては町の施設でございます。町が譲

り受ける形で取得してございます。 

〇14番（佐々木正江君） 福祉灯油助成金のこと
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でちょっとお尋ねしたいのですけれども、北海道

のほうで何か福祉灯油の助成金をふやすというよ

うな報道があったと思うのですけれども、余市町

ではこれに恩恵をこうむることができているのか

どうなのか、そこのところをお尋ねしたいです。 

 それと、小学校のスキー授業のバス運行業務委

託料なのですけれども、貸し切りバスの運賃適正

化によるということではこれどういう意味なのか

ちょっと教えていただきたいと思います。 

 それからあと、宇宙記念館の冬期の開館のこと

なのですけれども、ニッカの工場は１月10日では

もうあいているのでしょうか。というのは、ある

外人の方だったのですけれども、正月の三が日の

ときにニッカの工場を見学に来たら閉まっていた

という話を聞いたことがあるので、そういったと

ころちゃんと連携とれているのかなというふうに

思うものですから、お願いいたします。 

〇町民福祉課長（上村友成君） 14番、佐々木議

員のご質問にご答弁させていただきます。 

 １点目の福祉灯油の北海道の助成についてのご

質問でございますけれども、今回北海道のほうに

おきましては、電気料の値上がりに伴いまして助

成をふやすという形での方針ということで伺って

おりますけれども、正式な通知はまだ来ておりま

せんけれども、今聞いている部分でのお話により

ますと昨年までは基準額120万円のうちの２分の

１を余市町の場合は補助をいただいてございまし

たけれども、その基準額が若干ふえるというふう

には伺っておりますが、まだ正式な通知が来てお

りませんので、ご理解いただきたいと存じます。 

〇商工観光課長（小林英二君） 14番、佐々木議

員の２点目の宇宙記念館の開館についてのご質問

にご答弁申し上げます 

 宇宙記念館の開館は、先ほどご説明申し上げま

した１月10日からということで予定をさせていた

だいております。なお、ニッカの年末年始の営業

期間でございますが、ニッカが発表しております

年末年始は12月25日から１月７日までが休業日と

いうことでご案内をされておりますので、宇宙記

念館の開館時にはニッカも営業しているというよ

うな状況でございます。 

〇学校教育課長（小俣芳則君） 14番、佐々木議

員のスキーの授業のバス運行の貸し切りバスの運

賃適正化の関係でご答弁申し上げます。 

 この運賃適正化の関係でございますけれども、

発端といいますか、その起因したのは、皆さんご

存じだと思うのですが、平成24年の４月29日に群

馬県におきまして都市間バスツアーが防護壁に衝

突したと。そのときに運転手さんが居眠りをして

いて、乗客７人が死亡、乗客乗員39人が重軽傷を

負ったと、これが発端になってございます。そう

いう中で、貸し切りバスの現状としては、その当

時からということなのですけれども、車両が増加

して極めて厳しい競争、過当競争があって、業者

間で割引、割引をして、そういう競争が激しいと

いう状況になっているということで、その事故の

際に国土交通省が重点としていろいろ点検あるい

は安全対策の関係を行ったら、十分にできていな

かったということが確認されているわけでござい

ます。その中で、そういう運賃の中で運行に必要

な安全コストを加算した適正な額にしなさいとい

うことで、最高額だとか最低額も定められてござ

います。 

 大きな改正の中身としては、時間制運賃という

ことで、この新制度26年４月から開始されたわけ

なのですが、まず運行開始、車庫から出るときか

ら運行車両が車庫に戻るまでのところまでの、済

みません、時間制でございません。間違えました。

キロ制運賃として今の車庫から車庫に戻るまでの

距離を含んで計算しなさい、回送距離も含むとい

うことが１つ。それと、運行開始から運行終了ま

での時間に点検と点呼に要する時間、それが１時

間ずつということですが、合計２時間を加えた運

賃となっているというか、そういう形にしなさい
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ということでかなり単価が上がったと。その影響

の部分で今回補正させていただいたということで

ございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇14番（佐々木正江君） わかりましたけれども、

各小中学校のスキー授業って今何回やっているの

ですか、年に。それだけ教えてください。それと、

場所と。 

〇学校教育課長（小俣芳則君） 14番、佐々木議

員の再度のご質問にご答弁申し上げます。 

 現在このスキーバスの補助している部分です

が、小学校、中学校それぞれキロロに行く部分に

ついて大型バスを頼みまして、補助しているとい

うことでございます。大体小学生については２年

生から６年生まで、中学生については１、２年、

３年生の場合は受験もあるということでここは各

学校やっていないという状況でございます。ほか

に低学年、１年生とかはやっていますけれども、

例えば仁木に行く部分については助成はしていま

せんけれども、そういうような状況でございます

ので、ご理解をいただきたいと思います。 

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。 

 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26年度余市町一般会

計補正予算（第７号）は、原案のとおり可決され

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時２８分 

再開 午後 ２時３８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、小林選挙管理委員会事務局長は選挙事務

のため自席待機について申し出があり、これを許

可し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10、議案第２号 平

成26年度余市町介護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。 

〇高齢者福祉課長（坂本満彦君） ただいま上程

されました議案第２号 平成26年度余市町介護保

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。 

 今回ご提案いたしました補正予算の主な内容で

ございますが、歳出の保険給付費におきまして年

度末までに不足の見込まれる市町村特別給付費に

ついて増額補正を行うものでございます。 

 また、歳出に要する歳入の財源といたしまして

は、一般会計繰入金を特定財源として増額計上し

たほか、自主財源といたしまして繰越金にその財

源を求め、歳入歳出の均衡を図ったところでござ

います。 

 以下、議案を朗読し、ご説明を申し上げます。 

 議案第２号 平成26年度余市町介護保険特別会

計補正予算（第２号）。 

 平成26年度余市町の介護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。 
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 （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80万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ24億5,363万7,000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。 

 平成26年12月11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。３、歳出、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80万円、19節負担金補助及び交付金80万円

につきましては、要介護者に係る住宅改修費用と

して69万7,000円、要支援者に係る住宅改修費用と

して10万3,000円の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、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63万2,000円、

１節現年度分63万2,000円につきましては、住宅改

修費用に係る一般会計からの繰入金の追加計上で

ございます。 

 ８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

16万8,000円、１節繰越金16万8,000円につきまし

ては、住宅改修費用に必要となる一般財源につい

て繰越金に求め、補正計上いたしたものでござい

ます。 

 以上、議案第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 平成26年度余市町介護保

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11、議案第３号 平

成26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３号 平成26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、国民健

康保険事業における各種事業報告及び国庫補助負

担金申請に用いるシステムの改修に伴う委託料の

追加計上と後期高齢者支援金等並びに前期高齢者

納付金等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、繰り越しにより収

支均衡を図ったものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明を申し上げます。 

 議案第３号 平成26年度余市町国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）。 
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 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46万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ29億6,946万4,000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26年12月11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

ジ中段でございます。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33万円、

13節委託料33万円につきましては、各種報告物の

様式変更に伴う国保システム改修に係る委託料の

追加補正でございます。 

 ３款後期高齢者支援金等、１項後期高齢者支援

金等、１目後期高齢者支援金、補正額11万6,000円、

19節負担金補助及び交付金11万6,000円につきま

しては、現役世代からの支援金として後期高齢者

医療広域連合に負担する支援金の追加計上でござ

います。 

 ４款前期高齢者納付金等、１項前期高齢者納付

金等、１目前期高齢者納付金、補正額１万8,000円、

19節負担金補助及び交付金１万8,000円につきま

しては、前期高齢者に対する保険者間で負担する

納付金の追加補正でございます。 

 次に、歳入についてご説明申し上げます。本ペ

ージの上段でございます。２、歳入、10款繰越金、

１項繰越金、１目繰越金、補正額46万4,000円、１

節繰越金46万4,000円につきましては、ただいまご

説明いたしました歳出の財源を繰越金に求める補

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26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12、議案第４号 平

成26年度余市町後期高齢者医療特別会計補正予算

（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４号 平成26年度余市町後期高齢者医

療特別会計補正予算（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、保険料

還付に係る過年度支出金の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、諸収入による収支

均衡を図ったものでございます。 
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 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第４号 平成26年度余市町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１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９万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ３億2,609万7,000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。 

 平成26年12月11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

ジ中段でございます。３、歳出、３款諸支出金、

１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、

補正額９万7,000円、23節償還金利子及び割引料９

万7,000円につきましては、保険料還付に係る過年

度支出金の不足見込みによる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、５款諸収入、

２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、

補正額９万7,000円、１節保険料還付金９万

7,000円につきましては、後期高齢者広域連合より

過年度保険料還付金に係る受領分を補正計上いた

すものでございます。 

 以上、議案第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26年度余市町後期高

齢者医療特別会計補正予算（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13、議案第５号 平

成26年度余市町公共下水道特別会計補正予算（第

１号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇下水道課長（近藤 勉君） ただいま上程され

ました議案第５号 平成26年度余市町公共下水道

特別会計補正予算（第１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

く給与改定及び人事異動に伴う人件費の補正と下

水道受益者負担金の前納報奨金の補正、平成26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補正を行い、あわせまして平

成25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

して財源の組みかえを行うものであります。 

 歳入におきましては、一般会計繰入金の繰り出

し基準による確定と公共下水道事業債において一
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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。なお、補正に伴います財源の

不足分につきましては、これを繰越金に求め、歳

入歳出の均衡を図ったところでございます。 

 以下、議案第５号を朗読し、ご説明申し上げま

す。 

 議案第５号 平成26年度余市町公共下水道特別

会計補正予算（第１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177万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ12億8,305万4,000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。 

 平成26年12月11日提出、余市町長、嶋  保。 

 歳出よりご説明申し上げますので、４ページを

お開き願います。４ページの上段をごらん願いま

す。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１

目一般管理費、補正額31万8,000円、２節給料45万

7,000円の減、３節職員手当14万1,000円の増、４

節共済費31万8,000円の減につきましては、人事院

勧告に基づく給与改定及び人事異動に伴う人件費

の補正であります。８節報償費71万3,000円につき

ましては、平成26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23万9,000円につきましては、平

成26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補正を行うもので

あります。 

 次のページをごらん願います。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

146万1,000円、２節給料２万3,000円の増、３節職

員手当20万2,000円の増、４節共済費５万7,000円

の減につきましては、人事院勧告に基づく給与改

定に伴う人件費の補正であります。23節償還金利

子及び割引料129万3,000円につきましては、平成

25年度の国庫補助対象経費の確定に伴う国庫補助

金返還金の補正を行うものであります。 

 ３款公債費、１項公債費、１目元金、２目利子

の補正額ゼロにつきましては、特定財源でありま

す一般会計繰入金の繰り出し基準によって確定し

たことによる資本費平準化債の借入額の減額補正

に伴う財源の組みかえを行うものであります。 

 次に、歳入についてご説明申し上げますので、

３ページをお開き願います。３ページの上段をご

らん願います。２、歳入、４款繰入金、１項一般

会計繰入金、１目一般会計繰入金、補正額1,874万

6,000円、１節一般会計繰入金1,874万6,000円につ

きましては、平成26年度の繰り出し基準による確

定に伴う基準内繰入金の増額補正を行うものであ

ります。 

 ５款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

33万3,000円、１節繰越金33万3,000円につきまし

ては、補正に伴います財源を繰越金に求めるもの

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1,730万円の減、１節公共下水道事業債

1,730万円の減につきましては、一般会計繰入金の

増額に伴い、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。

２ページの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４億3,490万円、補正後限度額４

億1,760万円、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。 
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 以上、議案第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、ご決定くださ

い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26年度余市町公共下

水道特別会計補正予算（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14、議案第６号 平

成26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（久保 宏君） ただいま上程されま

した議案第６号 平成26年度余市町水道事業会計

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。 

 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、第１項建設改良費において予算措置

しております配水施設整備事業について入札の執

行により本年度の補助対象事業費及び企業債対象

事業費が確定したことにより、特定財源として予

算措置しております国庫補助金及び企業債に変更

が生じることから、所要の減額措置を行うもので

ございます。 

 収益的収入、第１款水道事業収益、第２項営業

外収益、２目他会計補助金につきましては、平成

26年度の地方公営企業繰出金に係る総務省通知に

基づき基準内繰出金の再計算を行い、所要の増額

措置をするものでございます。 

 また、収益的支出、第１款水道事業費用、第２

項営業外費用、１目支払利息につきましては、平

成25年度に借り入れを行いました企業債に係る元

利償還金の確定によりまして所要の減額措置をす

るものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第６号 平成26年度余市町水道事業会計補

正予算（第１号）。 

 第１条 平成26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３条に定めた収益的収入及び支

出の予定額を次のとおり補正する。 

 収入、科目、第１款水道事業収益、既決予定額

６億9,377万円、補正予定額768万8,000円、計７億

145万8,000円。 

 第２項営業外収益、既決予定額１億1,110万円、

補正予定額768万8,000円、計１億1,878万8,000円。 

 支出、科目、第１款水道事業費用、既決予定額

７億1,387万3,000円、補正予定額276万9,000円の

減、計７億1,110万4,000円。 

 第２項営業外費用、既決予定額１億5,449万

1,000円、補正予定額276万9,000円の減、計１億

5,172万2,000円。 

 第３条 予算第４条本文括弧書中、資本的収入

額が資本的支出額に対し不足する額「２億8,909万
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4,000円」を「２億9,817万4,000円」に改め、当年

度分損益勘定留保資金「１億1,210万8,000円」を

「１億2,118万8,000円」に改め、資本的収入の予

定額を次のとおり補正する。 

 収入、科目、第１款資本的収入、既決予定額１

億944万円、補正予定額908万円の減、計１億36万

円。 

 第２項国庫補助金、既決予定額2,496万9,000円、

補正予定額278万円の減、計2,218万9,000円。 

 第４項企業債、既決予定額5,230万円、補正予定

額630万円の減、計4,600万円。 

 次のページをお開き願います。 

 第４条 予算第５条に定めた起債の限度額を次

のとおり変更する。 

 起債の目的、配水施設整備事業、補正前限度額

5,230万円、補正後限度額4,600万円。 

 第５条 予算第８条に定めた一般会計から補助

を受ける金額「4,389万2,000円」を「5,158万円」

に改める。 

 平成26年12月11日提出、余市町長、嶋  保。 

 次に、平成26年度余市町水道事業会計実施計画

についてご説明申し上げます。１ページでござい

ます。平成26年度余市町水道事業会計実施計画、

収益的収入及び支出、収入、補正額のみ申し上げ

ます。１款水道事業収益、補正額768万8,000円、

２項営業外収益、補正額768万8,000円、２目他会

計補助金768万8,000円につきましては、平成26年

度地方公営企業繰出金に係る総務省通知に基づく

基準内繰出金等の確定による増額補正計上でござ

います。 

 支出、１款水道事業費用、補正額276万9,000円

の減、２項営業外費用、補正額276万9,000円の減、

１目支払利息276万9,000円の減につきましては、

平成25年度借り入れ分企業債にかかわる支払利息

の確定に伴う減額補正でございます。 

 資本的収入及び支出、収入、１款資本的収入、

補正額908万円の減、２項国庫補助金、補正額278万

円の減、１目国庫補助金278万円の減につきまして

は、入札の執行により補助対象事業費が確定した

ことによる減額補正でございます。 

 ４項企業債、補正額630万円の減、１目企業債

630万円の減につきましては、入札の執行により企

業債対象経費が確定したことによる減額補正でご

ざいます。 

 以上、議案第６号について提案理由のご説明を

申し上げましたので、よろしくご審議、ご決定賜

りますようお願い申し上げます。 

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６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６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６号 平成26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15、議案第14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14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、去る８月７日、平成26年の人事院勧告

に基づきまして国においては国家公務員に係る一

般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する

法律案が平成26年10月７日に閣議決定され、11月

19日に公布をされたところであり、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26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

0.27％、金額にいたしまして1,090円下回っている

ことから、月例給の改定については平均0.3％程度

引き上げることとし、特に若年層に重点を置いた

改定内容で、１級の初任給については2,000円程度

引き上げる内容となってございます。 

 さらに、通勤手当でございますが、交通用具使

用者に係る通勤手当について民間の支給状況等を

踏まえ、使用距離の区分に応じて100円から

7,100円までの幅で引き上げる内容となってござ

います。これらの実施時期につきましては、平成

26年４月１日となってございます。 

 次に、期末、勤勉手当でございますが、年間支

給月数を0.15月分引き上げ4.10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27年

度以降においては６月期及び12月期の勤勉手当が

均等になるように配分すべく改正されたところで

あります。 

 また、給与制度の総合的見直しとして、民間賃

金水準の低い地域における官民給与較差と全国の

較差との率の差を踏まえ、俸給水準を平均２％程

度引き下げることとなり、地域手当の見直しによ

って民間賃金水準の高い地域では地域手当を引き

上げられることとなったところでございます。こ

れに伴う俸給表の引き下げに対しましては、激変

緩和措置として３年間の現給保障がなされること

となったところでございます。なお、国において

は、地域手当等の見直し初年度の改正原資を得る

ために平成27年１月１日の昇給時に１号俸の昇給

抑制を行うこととしておりますが、本町におきま

しては地域手当の非支給地域でありますことか

ら、昇給抑制は行わないこととしたところでござ

います。 

 次に、管理監督職員が平日深夜に災害への対処

等緊急の必要によりやむを得ず平日深夜、これは

午前零時から午前５時までの間となってございま

すけれども、勤務した場合、6,000円を超えない範

囲で管理職員特別勤務手当を支給することとされ

たものでございます。これら給与制度の総合的見

直しの実施時期につきましては、平成27年４月１

日となってございます。 

 以上が平成26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。したがい

まして、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とともに、平成24年

の人事院勧告に基づく55歳を超える一般職の職員

及び57歳を超える現業職の職員の昇給停止につき

ましてもこのたび国に準じて実施すべく、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14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。 
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 平成26年12月11日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをお開き願いたいと存じます。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４条第３項を次のように改める。 

 ３ 55歳（公務補、給食調理員にあっては57歳）

を超える職員は、前項の規定にかかわらず昇給し

ないものとする。 

 これにつきましては、第４条第３項の改正につ

きましては50歳代後半層における官民給与差が大

きいことから平成24年に人事院により勧告された

もので、一般職の職員においては55歳、公務補、

給食調理員にあっては57歳をもって昇給停止とす

るものでございます。 

 第10条第２項第２号イ中「4,100円」を「4,200円」

に改め、同号ウ中「6,500円」を「7,100円」に改

め、同号エ中「8,900円」を「１万円」に改め、同

号オ中「１万1,300円」を「１万2,900円」に改め、

同号カ中「１万3,700円」を「１万5,800円」に改

め、同号キ中「１万6,100円」を「１万8,700円」

に改め、同号ク中「１万8,500円」を「２万1,600円」

に改め、同号ケ中「２万900円」を「２万4,400円」

に改め、同号コ中「２万1,800円」を「２万6,200円」

に改め、同号サ中「２万2,700円」を「２万8,000円」

に改め、同号シ中「２万3,600円」を「２万9,800円」

に改め、同号ス中「２万4,500円」を「３万1,600円」

に改める。 

 第10条第２項第２号の改正につきましては、交

通用具使用者にかかわる通勤手当の改正でござい

まして、民間の状況を踏まえ、使用距離の区分に

応じ100円から7,100円までの間で引き上げるもの

でございます。 

 第21条第２項第１号中「100分の67.5」を「100分

の75.0」に改め、同項第２号中「100分の32.5」を

「100分の35.0」に改める。 

 この第21条第２項第１号及び第２号の改正につ

きましては、勤勉手当の改正でございまして、直

近１年間の民間のボーナスの支給実績と公務の年

間支給月数を比較し、一般職の職員については

0.15月分、再任用職員につきましては0.5月分引き

上げるものでございまして、６月期と12月期にそ

れぞれ配分する内容となってございます。 

 別表を次のように改める。 

 別表の改正につきましては、平成26年４月１日

に遡及適用となる平均0.3％の給料引き上げの給

料表でございます。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

だきたいと存じます。 

 議案を３枚おめくりいただきたいと思います。 

 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18条第３項中「勤務を要しない日又は国民の

祝日に関する法律に規定する休日若しくは１月２

日から同月５日まで及び12月31日の休日」を「、

勤務時間条例第２条第６項及び第５条第２項に規

定する週休日及び休日（次項において「週休日等」

という。）」に改め、同条第５項中「前２項」を

「前３項」に改め、同項を同条第６項とし、同条

第４項中「前項」を「前２項」に改め、同項を同

条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加え

る。 

 ４ 前項に規定する場合のほか、同項の職員が

災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により

週休日等以外の日の午前０時から午前５時までの

間に勤務した場合は、当該職員には、管理職特別

勤務手当を支給する。 

 第18条の改正につきましては、管理監督職員が

災害への対処等臨時緊急の必要によりやむを得ず

平日深夜に勤務した場合、勤務１回につき6,000円

を超えない範囲で規則で定める額を管理職特別勤

務手当として支給するものでございます。 

 別表を次のように改める。 
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 別表の改正につきましては、平成27年４月１日

から適用となります平均約２％の給料引き下げの

給料表でございます。給料表の改正でございます

ので、朗読につきましては省略をさせていただき

たいと存じます。 

 議案３ページ、３枚おめくりいただきたいと存

じます。 

 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27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26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26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。 

 （平成26年12月に支給する勤勉手当に関する経

過措置） 

 ７ 平成26年12月に支給する勤勉手当に限り、

改正後の給与条例第21条第２項第１号中「100分の

75.0」とあるのは「100分の82.5」とし、同項第２

号中「100分の35.0」とあるのは「100分の37.5」

とする。 

 第７項につきましては、第１条でご説明いたし

ました勤勉手当について平成26年度に限り12月の

勤勉手当で0.15月を引き上げるものでございま

す。 

 （給料の切替えに伴う経過措置） 

 ８ 第２条の規定に係る改正により、施行日の

前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（施

行日の前日において改正前の給料表の適用を受け

ていた職員で、これに引き続き改正後の給料表の

適用を受ける職員をいう。）で、施行日にその者

が受ける給料月額が施行日前日において受けてい

た給料月額に達しないこととなる職員には、給料

月額のほか、その差額に相当する額を給料として

支給する。 

 ９ 施行日以降に新たに給料表の適用を受ける

こととなった職員について、任用の事情等を考慮

して前項の規定による給料を支給される職員との

権衡上必要があると認められるときは、当該職員

には、規則の定めるところにより、前項の規定に

準じて給料を支給する。 

 10 前２項の規定による給料は、平成30年４月
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１日以後、支給しない。 

 第８項ないし第10項につきましては、第２条で

ご説明いたしました平成27年４月１日からの平均

２％程度の給料引き下げに対し、激変緩和措置と

して３年間に限り現給を保障するものでございま

す。 

 （規則への委任） 

 11 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14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14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 余市町職員給与条例の一

部を改正する条例案は、原案のとおり可決されま

した。 

〇議長（中井寿夫君） 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16、議案第15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17、議案第16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

等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16ないし日程第17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15号 余市町議会議員の報酬及

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16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等の一部

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正におきまし

ては、平成26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が0.15月分引き上げ改

正され、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26年

12月期分の期末手当につきまして0.15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

うものでございます。 

 以下、一括上程されております議案第15号 余

市町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する



－55－ 

条例の一部を改正する条例案につきまして朗読説

明申し上げたいと存じます。 

 議案第15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26年12月11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。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190」を「100分の197.5」

に、「100分の200」を「100分の207.5」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0.75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26年

12月１日から適用する。 

 （平成26年12月に支給する期末手当に関する経

過措置） 

 ２ 平成26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207.5」と

あるのは、「100分の215」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26年12月に限り0.15月分引き上げる規定

でございます。 

 続きまして、一括上程されてございます議案第

16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等の一部を改正する条

例案を朗読申し上げます。 

 議案第16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等の一部を改

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等の一部を改正する条例を

次のとおり制定する。 

 平成26年12月11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。余

市町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給

方法に関する条例等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190」を「100分の197.5」

に、「100分の200」を「100分の207.5」に改める。 

 第１条につきましては、町長、副町長の期末手

当を６月期及び12月期それぞれ0.075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190」を「100分の197.5」

に、「100分の200」を「100分の207.5」に改める。 

 第２条につきましては、教育長の期末手当を６

月期及び12月期それぞれ0.075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26年

12月１日から適用する。 

 （平成26年12月に支給する期末手当に関する経

過措置） 

 ２ 平成26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
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「100分の207.5」とあるのは、「100分の215」と

する。 

 附則第２項につきましては、特別職の職員の期

末手当を平成26年12月期に限り0.15月分引き上げ

る規定でございます。 

 ３ 平成26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207.5」とある

のは、「100分の215」とする。 

 附則第３項につきましては、教育長の期末手当

を平成26年12月期に限り0.15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15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16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

に関する条例等の一部を改正する条例案につきま

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。 

 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16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16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16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16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等の

一部を改正する条例案は、原案のとおり可決され

ました。 

〇議長（中井寿夫君） 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。 
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 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12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 ３時３９分 
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