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      見書               

  第２４ 閉会中の継続審査調査申出について 
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開 議 午後 １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１回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は17名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、議案第11号 余

市町手数料徴収条例の一部を改正する条例案を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇まちづくり計画課長（滝上晃一君） ただいま

上程となりました議案第11号 余市町手数料徴収

条例の一部を改正する条例案について、提案理由

のご説明を申し上げます。 

 このたびご提案を申し上げました余市町手数料

徴収条例の一部を改正する条例案につきまして

は、平成25年５月31日に公布されておりますエネ

ルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正

する等の法律、平成25年法律第25号によりまして

法律名がエネルギーの使用の合理化に関する法律

からエネルギーの使用の合理化等に関する法律に

改名され、平成26年４月１日より施行されること

に伴い、本法律を引用しております余市町手数料

徴収条例の低炭素建築物新築等計画の認定申請に

かかわる別表の40の項中の法律名について法律の

施行にあわせて改正しようとするものでございま

す。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第11号 余市町手数料徴収条例の一部を改

正する条例案。 

 余市町手数料徴収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３月10日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをお開き願います。余市町手数料徴収

条例の一部を改正する条例。 

 余市町手数料徴収条例（平成12年余市町条例第

３号）の一部を次のように改正する。 

 別表の40の項中「エネルギーの使用の合理化に

関する法律」を「エネルギーの使用の合理化等に

関する法律」に改める。 

 附則 

 この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

 以上、議案第11号 余市町手数料徴収条例の一

部を改正する条例案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、ご決定を

賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして新旧対照表を添

付してございますので、ご高覧賜りますようお願

い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第11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11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11号 余市町手数料徴収条例の
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一部を改正する条例案は、原案のとおり可決され

ました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第２、議案第12号 余

市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例案を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町民福祉課長（細山俊樹君） ただいま上程さ

れました議案第12号 余市町特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例案につきまして、提案理由をご説

明申し上げます。 

 このたびの改正につきましては、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の施行により青少

年問題協議会委員並びに民生委員推薦会委員の委

嘱基準が改正され、本町におきましても余市町青

少年問題協議会条例及び余市町民生委員推薦会規

則の改正を行うことから、これに伴い本条例中の

関係規定について所要の改正を行うものでありま

す。さらに、障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律の施行に伴い、北後志

５町村で共同設置をしております障害程度区分認

定審査会の名称変更に伴う改正を行うものでござ

います。 

 それでは、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第12号 余市町特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例案。 

 余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償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３月10日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町特別職の

職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例。 

 余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例（昭和35年余市町条例第２

号）の一部を次のように改正する。 

 第５条中第２号及び第３号を削り、第４号を第

２号とし、第５号を第３号とする。 

 別表中「障害程度区分認定審査会」を「障害支

援区分認定審査会」に改める。 

 附則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、平成26年４月１日から施行す

る。 

 （経過措置） 

 ２ この条例の施行の際現に在職する議会選出

の青少年問題協議会委員の報酬については、改正

後の条例第５条の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきますの

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。 

 なお、参考資料として条例の新旧対照表を添付

してございますので、後刻ご高覧願います。 

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12号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 
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 これより議案第12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12号 余市町特別職の職員で非

常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例案は、原案のとおり可決されま

した。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第３、議案第13号 余

市町社会教育委員設置条例の一部を改正する条例

案を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇総務課長（須貝達哉君） ただいま上程されま

した議案第13号 余市町社会教育委員設置条例の

一部を改正する条例案につきまして、提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、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の施行により社会教育法が改

正されたことから、必要となる条例の一部を改正

いたしたく提案申し上げるものでございます。 

 改正の主な内容につきましては、社会教育法の

改正によりこれまで法律で定められていた社会教

育委員の委嘱基準が省令で定める基準をもとに条

例で定めることとされたところでございます。こ

れに伴い、余市町社会教育委員の委嘱基準につき

まして現行の水準、現行の取り扱いを維持するこ

ととして、余市町社会教育委員設置条例の関係規

定の改正についてご提案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13号 余市町社会教育委員設置条例の一

部を改正する条例案。 

 余市町社会教育委員設置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３月10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

市町社会教育委員設置条例の一部を改正する条

例。 

 余市町社会教育委員設置条例（昭和40年余市町

条例第21号）の一部を次のように改正する。 

 第４条の見出しを「（委任）」に改め、同条中

「別に規則で」を「、教育委員会が別に」に改め、

同条を第５条とする。 

 第３条を次のように改め、同条を第４条とする。 

 （任期） 

 第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、

補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 ２ 教育委員会は、特別な事情があるときは任

期中であっても委員を解嘱することができる。 

 第２条中「13名」を「13人」に改め、同条を第

３条とし、第１条の次に次の１条を加える。 

 （委嘱の基準） 

 第２条 委員は、学校教育及び社会教育の関係

者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに

学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱す

る。 

 附則 

 この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

 以上、議案第13号につきまして提案理由のご説

明を申し上げましたので、よろしくご審議、ご決

定を賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料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、ご高覧をいただき

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。 

 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



－194－ 

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13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13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13号 余市町社会教育委員設置

条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可

決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第４、議案第14号 余

市町青少年問題協議会条例の一部を改正する条例

案を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町民福祉課長（細山俊樹君） ただいま上程さ

れました議案第14号 余市町青少年問題協議会条

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す。 

 本件につきましては、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の施行に伴い地方青少年問題

協議会法が改正されたことにより、必要となる条

例の一部を改正いたしたく提案申し上げるもので

ございます。 

 改正の主な内容につきましては、地方青少年問

題協議会法において地方青少年問題協議会の会長

に当該地方公共団体の長を充てる規定及び地方公

共団体の議員、関係行政機関の職員及び学識経験

者のうちから地方公共団体の長が任命する規定が

削除されたことにより、余市町青少年問題協議会

委員の委嘱の基準を町の実情に応じ、条例で定め

るものでございます。 

 それでは、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第14号 余市町青少年問題協議会条例の一

部を改正する条例案。 

 余市町青少年問題協議会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３月10日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町青少年問

題協議会条例の一部を改正する条例。 

 余市町青少年問題協議会条例（昭和29年余市町

条例第12号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項中「、余市町議会議員」を削り、

同項ただし書を削る。 

 第３条第１項を次のように改める。 

 会長は、町長をもって充てる。 

 第３条中第３項を第４項とし、第２項を第３項

とし、第１項の次に次の１項を加える。 

 ２ 協議会に副会長２人を置き、委員の互選に

よって定める。 

 附則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、平成26年４月１日から施行す

る。 

 （経過措置） 

 ２ この条例の施行の際現に在職する委員の任

期については、改正後の条例第２条の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきますの

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。 

 なお、参考資料として条例の新旧対照表を添付

してございますので、後刻ご高覧願います。 

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。 
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（「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 余市町青少年問題協議会

条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可

決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第５、議案第17号 余

市町監査委員の選任につき同意を求めることにつ

いてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（嶋  保君） ただいま上程になりまし

た議案第17号 余市町監査委員の選任につき同意

を求めることについて、提案理由のご説明を申し

上げます。 

 ご案内のとおり、本町の監査委員でございます

中西安衛氏におかれましては、本年３月31日をも

ちまして任期が満了することから、今回地方自治

法第196条第１項の規定に基づき、今期定例会にお

いて選任同意のご提案を申し上げる次第でござい

ます。 

 地方自治法第196条第１項は、監査委員は普通地

方公共団体の長が議会の同意を得て、人格が高潔

で普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理、

その他行政経営に関しすぐれた識見を有する者か

らこれを選任するという規定になっていることか

ら、今回議員各位のお手元に配付いたしましたと

おり、沖秀一氏を余市町監査委員としてご同意を

賜りたくご提案申し上げる次第でございます。 

 沖秀一氏につきまして、その略歴と職歴を申し

上げたいと存じます。現住所は、札幌市西区西野

３条４丁目11番27号、生年月日は昭和26年10月

12日でございます。職歴といたしましては、昭和

47年、税務大学校を皮切りに王子税務署、足立税

務署、札幌西税務署、余市税務署、札幌中税務署、

網走税務署、旭川東税務署に勤務されており、そ

の間平成７年４月に税理士免許を取得し、平成９

年７月に退職、同年９月に札幌市において税理士

事務所を開業しており、平成15年７月に事務所を

余市町入舟町に移転し、現在に至っております。 

 以上、職歴等を申し上げましたが、余市町監査

委員として最も適任であると判断いたし、ここに

ご提案申し上げる次第でございます。 

 それでは、お手元に配付いたしてございます議

案を朗読申し上げます。 

 議案第17号 余市町監査委員の選任につき同意

を求めることについて。 

 余市町監査委員に次の者を選任いたしたいの

で、地方自治法第196条第１項の規定により議会の

同意を求める。 

 平成26年３月28日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、札幌市

西区西野３条４丁目11番27号。氏名、沖秀一。生

年月日、昭和26年10月12日生まれ。 

 以上、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、ご同意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。 
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 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17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17号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり同意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17号 余市町監査委員の選任に

つき同意を求めることについては、原案のとおり

同意可決されました。 

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６、議案第18号 余市町固定資産評価審査委員

会委員の選任につき同意を求めることについて、

日程第７、議案第19号 余市町固定資産評価審査

委員会委員の選任につき同意を求めることについ

て、日程第８、議案第20号 余市町固定資産評価

審査委員会委員の選任につき同意を求めることに

ついての以上３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６ないし日程第８を一括議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（嶋  保君） ただいま一括上程になり

ました議案第18号ないし議案第20号 余市町固定

資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め

ることについて、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 ご承知のとおり、本町固定資産評価審査委員会

委員については、漁業関係者、農業関係者、商工

業関係者より各１名、計３名の方々を議会の同意

をいただき、選任をいたしているところでござい

ますが、本年３月31日をもちまして任期満了とな

りますことから、それぞれ各団体へ後任者の推薦

をお願いいたしたところでございます。その結果、

このたび漁業関係者として余市郡余市町富沢町９

丁目30番地、篠谷誠氏を、農業関係者として余市

郡余市町登町1210番地、野網光春氏を、商工業関

係者として余市郡余市町富沢町14丁目７番地、内

海博一氏の推薦をいただいたところでございま

す。 

 地方税法第423条第３項には、固定資産評価審査

委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の

納税義務がある者、または固定資産の評価につい

て学識経験を有する者のうちから当該市町村の議

会の同意を得て市町村長が選任するという規定に

なってございますので、このたび議員皆様のお手

元に配付してございます余市郡余市町富沢町９丁

目30番地、篠谷誠氏、余市郡余市町登町1210番地、

野網光春氏、余市郡余市町富沢町14丁目７番地、

内海博一氏を余市町固定資産評価審査委員会委員

として選任同意を賜りたくご提案を申し上げる次

第でございます。 

 篠谷誠氏につきましては、その概略と職歴を申

し上げます。現住所は、余市郡余市町富沢町９丁

目30番地、昭和27年１月24日生まれでございまし

て、職歴としましては昭和40年より漁業に従事し、

昭和43年より事業主として漁業を経営いたしてお

ります。公職歴としましては、平成17年６月より
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現在に至るまで余市郡漁業協同組合理事、平成

23年６月より現在に至るまで余市郡漁業協同組合

代表理事組合長に就任され、現在に至っておりま

す。 

 次に、野網光春氏でございますが、現住所は余

市郡余市町登町1210番地、昭和39年３月４日生ま

れでございます。職歴としましては、昭和57年よ

り農業に従事し、平成16年より事業主として農業

を経営いたしております。公職歴としましては、

平成20年４月より現在に至るまで余市町農業協同

組合理事、平成21年２月より現在に至るまで北海

道指導農業士、平成24年10月には余市町固定資産

評価審査委員会委員に就任され、現在に至ってお

ります。 

 次に、内海博一氏でございますが、現住所は余

市郡余市町富沢町14丁目７番地、昭和26年３月

14日生まれでございます。職歴としましては、昭

和49年３月から昭和53年９月まで株式会社東都水

産に勤務し、昭和53年11月に株式会社棒丸内海商

店に入社し、平成11年８月から平成25年７月まで

代表取締役社長、平成25年８月には代表取締役会

長に就任され、現在至っております。公職歴とし

ましては、平成16年11月より平成22年10月まで余

市商工会議所常議員、平成22年11月より現在に至

るまで余市商工会議所副会頭、平成17年2月より現

在に至るまで余市鮮魚買受人組合組合長、平成

21年１月より現在に至るまで余市水産加工業協同

組合代表理事組合長、平成23年４月には余市町固

定資産評価審査委員会委員に就任され、現在に至

っております。 

 以上、３名の方々についてその概略と職歴を申

し上げましたが、税務行政執行の上で固定資産評

価審査委員会委員として適任であると判断いた

し、ここにご提案申し上げる次第でございます。 

 それでは、お手元に配付いたしております議案

を朗読いたします。 

 議案第18号 余市町固定資産評価審査委員会委

員の選任につき同意を求めることについて。 

 余市町固定資産評価審査委員会委員に次の者を

選任したいので、地方税法第423条第３項の規定に

より議会の同意を求める。 

 平成26年３月28日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町富沢町９丁目30番地。氏名、篠谷誠。生年

月日、昭和27年１月24日生まれ。 

 続きまして、議案第19号 余市町固定資産評価

審査委員会委員の選任につき同意を求めることに

ついて。 

 余市町固定資産評価審査委員会委員に次の者を

選任したいので、地方税法第423条第３項の規定に

より議会の同意を求める。 

 平成26年３月28日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町登町1210番地。氏名、野網光春。生年月日、

昭和39年３月４日生まれ。 

 続きまして、議案第20号 余市町固定資産評価

審査委員会委員の選任につき同意を求めることに

ついて。 

 余市町固定資産評価審査委員会委員に次の者を

選任したいので、地方税法第423条第３項の規定に

より議会の同意を求める。 

 平成26年３月28日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町富沢町14丁目７番地。氏名、内海博一。生

年月日、昭和26年３月14日生まれ。 

 以上、提案理由のご説明をいたしましたので、

何とぞご審議の上、ご同意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３件について、これより質疑を

行います。 

〇16番（安宅俊威君） ちょっとお聞きしたいの

ですけれども、町長の説明どおり農協なら農協、
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その団体からそういう推薦、しかも学識経験者と。

いつもそういうパターンで任期満了が出てきてい

るのです。それで、今回３人の人が名前出ました

けれども、女性はいないのですか。女性の登用っ

てないのですか。ということは、常にそういう団

体から出すでしょう。それだけの経歴があるのは

わかっているのだけれども、議員から見れば知ら

ない人いっぱいいるわけ。顔も見たことない。そ

れで、ちょっと疑問を持つのだ。だから、いろい

ろなこういうのたくさん出てくるけれども、顔わ

からない人が結構いるのです。今回３人は理解は

するけれども、なぜ女性を登用しないのかと。今

こういう時代でしょう。それがちょっと納得いか

ないのだ。優秀な人はいます。だから、そういう

団体でなかったらこれ同意できないのですか。し

かも、今固定資産税の評価委員といったら重要な

役職です。今土地が下落しているでしょう。そう

いう大事な時期にもう少し幅広く考えてもいいの

でないかという気がするが、その辺の町長の見解

を聞いておきたいと。女性がいないというのは本

当おかしいのだ。１人、２人選ぶのでないのだか

ら。なぜ女性を登用しないのか、そこはちょっと

疑問を持つのだ。その辺についてひとつご答弁お

願いします。 

〇町長（嶋  保君） ただいま16番、安宅議員

からのご質問でございます。答弁させていただき

ます。 

 この固定資産評価審査委員会という部分もやは

り専門性の強い部分ということで、従来から漁業

関係者、農業関係者、商工関係者という形の中で

ご推薦をいただいているところでございます。今

ご質問のありました女性の関係でございます。こ

れにつきまして私どもこの団体という形の中で、

団体に人選等をお任せして、そういう形の中でご

理解を申し上げてございますが、議員おっしゃら

れますとおり、女性の社会進出等も非常に今後重

要になってくると考えてございまして、私どもも

男女共同の部分の担当もさせていただいておりま

す。そういった中では、今後この推薦団体にお任

せして、農業、商工業、そして漁業という部分は

私はこれでいいと思いますが、その推薦の段階で

そういうものも加味していただきたいということ

を一言つけ加えてこれからは推薦していただきた

いと思っていますし、しかしそこで必ずまた女性

がその団体で出てくるかは別にいたしまして、こ

ういう男女共同という部分の中でそういうことを

１つつけ加えて、今後これらについては推薦等の

部分で口頭でも申し上げて、そのあたりも考慮し

ていただきたいということをつけ加えて依頼等を

していきたいというふうに思っております。 

〇16番（安宅俊威君） 町長、時代が変わってい

るのだから、それは昔は農業、漁業といったら基

幹産業の相当の組織が大きい組織でしょう。今は

時代変わっているでしょう。町もだんだんこうい

うふうに変わってきているのだから、やっぱり女

性の登用というのは大事なのだ。あるでしょう、

いろいろな団体。今出た人が悪いというのではな

いのだ。だけれども、言えば同意はできるけれど

も、顔見たことないのだ、どういう人だか。役付

はわかる。だから、いろいろなこういう同意案件

いっぱい出てくるけれども、わからないのだ、ど

んな人だか。役職がいろいろやってくれていっぱ

いあるから、それが学識経験者という理論にはな

るかもしれないけれども、立派な人います。しか

も、同じあれでも重要なあれでしょう。固定資産

税の評価委員なのだから、責任あるのだから。そ

ういう知識人もいるのだから、そういうところを

ちゃんとやっぱり選んでもらいたいと思う。 

 ただ考え方を聞いただけですから。答弁があれ

ば答弁あるし、なかったらなかったで結構です。

ただそういうことです。 

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。 
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 まず、議案第18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18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18号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり同意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18号 余市町固定資産評価審査

委員会委員の選任につき同意を求めることについ

ては、原案のとおり同意可決されました。 

 次に、議案第19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19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19号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり同意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19号 余市町固定資産評価審査

委員会委員の選任につき同意を求めることについ

ては、原案のとおり同意可決されました。 

 次に、議案第20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20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20号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり同意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20号 余市町固定資産評価審査

委員会委員の選任につき同意を求めることについ

ては、原案のとおり同意可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第９、議案第21号 余

市町政治倫理審査会委員の選任についてを議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（嶋  保君） ただいま上程になりまし

た議案第21号 余市町政治倫理審査会委員の選任

について、提案理由をご説明申し上げます。 

 現在ご委嘱申し上げております余市町政治倫理

審査会委員につきましては、計７名の委員を議会

の同意をいただき、選任をいたしているところで

ございますが、委員であります松原友香氏が本年

１月21日にご逝去され、１名が欠員となりますこ

とから、推薦団体であります女性団体連絡協議会

へ後任者の推薦をお願いいたしたところでござい

ます。任期といたしましては、議決となった日か

ら平成27年３月31日までの残任期間でございま
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す。余市町政治倫理審査会委員の選任に当たりご

同意を賜りたく、余市町政治倫理条例第５条第２

項の規定に基づき、今般ご提案申し上げる次第で

ございます。 

 審査会の委員につきましては、地方自治法第

18条の規定に基づく選挙権を有する者として人選

をいたしました。 

 氏名等を申し上げます。余市郡余市町大川町

19丁目23番地、木谷滋子氏、余市町女性団体連絡

協議会会長をされてございます。政治倫理審査会

委員として最も適任であると判断いたしましたの

で、ここにご提案申し上げる次第でございます。 

 それでは、議案を朗読いたします。 

 議案第21号 余市町政治倫理審査会委員の選任

について。 

 余市町政治倫理審査会委員に次の者を選任いた

したいので、余市町政治倫理条例第５条第２項の

規定により議会の同意を求める。 

 平成26年３月28日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町大川町19丁目23番地。氏名、木谷滋子。生

年月日、昭和12年９月27日生まれ。 

 以上、提案理由のご説明を申し上げましたので、

ご審議の上、よろしくご同意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21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21号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり同意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21号 余市町政治倫理審査会委

員の選任については、原案のとおり同意可決され

ました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第10、議案第22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） ただいま上程になりまし

た議案第22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。 

 ご案内のとおり、本町では財政健全化に向け策

定された財政再建推進プランに基づきまして、プ

ランの着実な達成に向けた取り組みとして平成

20年度から人件費の独自削減を６年連続して継続

してきたところでございます。現行の独自削減に

つきましては、本年３月末をもって条例上の期間

が満了となりますが、このたびの損害賠償金の支

払いに当たり大きな財政需要を生じたものでござ

います。財政健全化を進める中にあって、今後の

財政運営に与える影響などを考慮し、町長及び副

町長、教育長の給与につきまして平成26年から平

成27年度までの２年間にわたり削減しようとする

ものでございます。 

 議案につきましては、総務課長より朗読させま
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すので、何とぞご理解賜りますようお願い申し上

げまして提案理由といたします。 

〇総務課長（須貝達哉君） 議案を朗読申し上げ

ます。 

 議案第22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３月28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。 

 附則に次の２項を加える。 

 14 給料月額は、平成26年４月１日から平成

28年３月31日までの間に限り、第２条の規定にか

かわらず、町長にあっては66万6,000円、副町長に

あっては56万3,000円とする。ただし、この期間に

退職する特別職の職員の当該退職の日における給

料月額は、同条の規定により定められた額とする。 

 15 平成26年４月１日から平成28年３月31日ま

での間における第２条第６項に規定する給料月額

は、前項の規定により定められた額とし、第２条

第６項中「100分の15」とあるのは「100分の10」

とする。 

 （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。 

 附則に次の２項を加える。 

 14 給料月額は、平成26年４月１日から平成

28年３月31日までの間に限り、第２条の規定にか

かわらず、51万9,000円とする。ただし、この期間

に退職する教育長の当該退職の日における給料月

額は、同条の規定により定められた額とする。 

 15 平成26年４月１日から平成28年３月31日ま

での間における第２条第６項に規定する給料月額

は、前項の規定により定められた額とし、第２条

第６項中「100分の15」とあるのは「100分の10」

とする。 

 附則 

 この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

 以上、議案第22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。 

 なお、参考資料といたしまして新旧対照表を添

付してございますので、ご高覧をいただきたいと

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。 

〇２番（吉田 豊君） 理事者側から提案された

ものだから、これがどうとかこうとかということ

はないのですけれども、ただ提案説明の中にちょ

っと気になる部分があるので、そこを確認してお

きたいと思います。 

 提案説明の中では、損害賠償の問題、その部分

も説明の中にありました。ということは、そうい

う問題も考慮してこのことを提案したのだと、そ

ういう意味で捉えていいのか。私は、基本的に財

政問題でいろいろ今大変なことになっているし、

今は道半ばだと、そういうふうに報告されている

し、予算委員会でもそうなっているわけだから、

そういう意味でこういうふうにするというのはわ

かるのだけれども、ただ損害賠償というような言
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葉が入ってくると、そこの部分も含めてという意

味に捉えると。それは、言い方がどういうふうに

変わろうが、そういうことも含めて、あわせてこ

ういうことをしたのだと、そういうことで捉えて

しまうのです。だから、そういう問題もここの中

に考慮して、加味して提案説明をしたのかという

ことだけをお答え願いたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） ただいま２番、吉田議員

より質問がございました。答弁を申し上げます。 

 提案理由の中で損害賠償の支払いということも

申し上げてございます。この損害賠償という部分

につきましては、これは今回の提案というのは財

政的な部分ということでございまして、そういっ

た損害賠償に当たって大きな財政出動もあった

と、この責任問題等々の部分ではなくて、そうい

った中での財政問題として損害賠償として大きな

財政出動もあったと。そしてまた、今後の財政運

営等を含めてという部分の今回の条例提案という

ことでございますので、ご理解のほどをよろしく

お願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第22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22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22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） 日程第11、諮問第１号 人

権擁護委員の推薦につき意見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。 

〇町長（嶋  保君） ただいま上程されました

諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求

めることについて、提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

 本町の人権擁護委員としてご活躍をいただいて

おります６名の人権擁護委員のうち、大澤尚史氏

が平成26年６月30日をもちまして任期満了となる

ところであります。このたび札幌法務局長から候

補者の推薦について依頼がありましたので、候補

者のご同意を賜りたく、ご提案を申し上げる次第

でございます。 

 ご案内のとおり、人権擁護委員法第６条第３項

において、市町村長は法務大臣に対し当該市町村

の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格、識

見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護につい

て理解ある社会事業家、教育者、報道新聞の業務

にかかわる者など及び弁護士会、その他婦人、労

働者、青年等の団体であって、直接、間接に人権

の擁護を目的とし、またはこれを支持する団体の

構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞い

て人権擁護委員の候補者を推薦しなければならな

いという規定になってございますので、今回皆様

のお手元に配付してございます余市郡余市町大川

町10丁目24番地、大澤尚史氏を人権擁護委員とし

てご推薦申し上げる次第でございます。 

 それでは、大澤尚史氏につきまして、職歴等に
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ついてご説明申し上げます。職歴は、昭和50年４

月から昭和61年３月まで三國工業株式会社、昭和

61年４月からおおさわ商店店主として現在に至っ

ております。昭和62年４月から平成19年３月まで

大川第７区会役員、昭和62年７月から平成４年

12月まで余市青年会議所総務委員長、社会開発委

員長を歴任し、平成９年４月から平成10年３月ま

で大川小学校ＰＴＡ会長に就任、平成８年10月か

ら平成19年５月まで余市町のまち並景観を考える

会会長に就任いたしております。人権擁護委員と

しては、平成20年７月１日から現在に至るまで人

権擁護委員に就任してございます。 

 以上、職歴等についてご説明いたしましたが、

大澤尚史氏が人権擁護委員として最も適任である

と判断いたしますので、ここにご提案申し上げる

次第でございます。 

 なお、任期は平成26年７月からの３年間でござ

います。 

 それでは、議案を朗読いたします。 

 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについて。 

 次の者を人権擁護委員に推薦いたしたいので、

人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の

意見を求める。 

 平成26年３月28日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町大川町10丁目24番地。氏名、大澤尚史。生

年月日、昭和27年９月20日生まれ。 

 以上、提案理由のご説明を申し上げましたので、

ご審議の上、よろしくご同意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、諮問第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。 

 これより諮問第１号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり可と答申することにご異

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、諮問第１号 人権擁護委員の推薦につ

き意見を求めることについては、原案のとおり可

と答申することに決しました。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時５７分 

再開 午後 ４時１０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、近藤議員は通院のため退席の旨届け出が

ありましたことをご報告申し上げます。 

 先ほど本会議休憩中に議会運営委員会が開催さ

れましたので、その結果について委員長の報告を

求めます。 

〇４番（藤野博三君） 先ほど本会議休憩中に委

員会室におきまして議会運営委員会が開催されま

したので、その審議経過並びに結果につきまして

私からご報告申し上げます。 

 委員８名の出席のもと、さらに説明員として鍋

谷副町長、佐々木総務部長、須貝総務課長の出席

がありましたことをご報告申し上げます。 

 今回審議されました内容につきましては、追加



－204－ 

案件についてであります。新たに追加されました

案件は、議案１件であります。 

 なお、日程の割り振りにつきましては、各議員

のお手元に日程表が配付されておりますので、省

略させていただきます。 

 さらに、内容につきましてご報告申し上げます。 

 日程第12、議案第23号 平成26年度余市町一般

会計暫定予算につきましては、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） 委員長の報告が終わりま

した。 

 ただいま議会運営委員会の委員長から報告あり

ましたとおり、議案１件を本日の日程に追加し、

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、議案１件を本日の日程に追加し、議題

とすることに決定いたしました。 

 なお、追加後の日程は、お手元に配付の日程表

のとおりであります。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第12、議案第23号 平

成26年度余市町一般会計暫定予算を議題といたし

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23号 平成26年度余市町一般会計暫定予算

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平成26年度余市町一般会

計暫定予算につきましては、暫定期間中の３カ月

間の経常的経費、義務的経費等について計上する

ことを基本的な考え方として編成したものであり

ます。予算規模につきましては、歳入が32億309万

1,000円、歳出が35億7,912万1,000円となってお

り、暫定予算のため歳入歳出の金額は均衡がとれ

たものとはなっておりません。さきにご審議いた

だきました平成26年度一般会計予算と比較いたし

ますと、歳入では39.4％、歳出では44.1％程度の

予算編成となっております。 

 基本的には義務的、経常的な経費の計上でござ

いますが、投資的、政策的事業についても一部計

上したものがございます。債務負担行為は、既に

設定されているものや継続事業などで中断するこ

とにより事業自体に支障が生じるおそれがある事

業等については、暫定予算に盛り込んでおります。

また、土地の賃貸借契約や保守点検など、契約の

性質上年度当初において全額予算計上が必要なも

のにつきましては、その全額を計上したところで

ございます。さらに、児童生徒への安全配慮の観

点から黒川小学校外壁改修工事を初め、国、北海

道への補助申請に当たり暫定期間中に予算計上が

必要なもの、町が行う補助につきましても暫定期

間中に補助をしなければその効果が著しく損なわ

れるようなものにつきましては、暫定予算に計上

を行ったところであります。 

 暫定予算ではありますが、町政の停滞、後退を

回避しなければなりません。町民生活への影響を

最小限にとどめることはもとより、各般にわたっ

てご協力いただいております各団体等の活動にも

配慮した予算編成を行ったものでございます。 

 以上、平成26年度余市町一般会計暫定予算につ

きましてその概要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、詳細につきましては、担当部長よりご説

明申し上げます。 

〇総務部長（佐々木 隆君） 議案第23号 余市

町一般会計暫定予算についてご説明申し上げま

す。 

 最初に、議案を朗読します。 

 議案第23号 平成26年度余市町一般会計暫定予

算。 
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 平成26年度余市町の一般会計の暫定予算は、次

に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出暫定予算の総額は、歳入32億

309万1,000円、歳出35億7,912万1,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出暫定予算の款項の区分及び当該区

分ごとの金額は、「第１表歳入歳出暫定予算」に

よる。 

 （地方債） 

 第２条 地方自治法第230条第１項の規定によ

り起こすことができる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２

表地方債」による。 

 （一時借入金） 

 第３条 地方自治法第235条の３第２項の規定

による一時借入金の借入れの最高額は、10億円と

定める。 

 （歳出予算の流用） 

 第４条 地方自治法第220条第２項ただし書の

規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済

費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に

過不足を生じた場合における同一款内でのこれら

の経費の各項の間の流用。 

 平成26年３月31日提出、北海道余市郡余市町長、

嶋  保。 

 暫定予算案の主な内容についてご説明申し上げ

ます。最初に、調製様式につきましてご説明申し

上げます。調製様式につきましては、地方自治法

施行規則におきまして当初予算に準じて作成され

ることとされており、本暫定予算につきましても

当初予算の様式に準じて作成しておりますが、款

番号、項番号、13ページ以降に記載いたしており

ます歳入歳出事項別明細書の目番号につきまして

は、本予算との関係上連続していないものや項番

号、目番号を付していないものがございます。ま

た、歳入歳出予算の計上に当たり、歳入予算につ

きましては６月末までの歳入見込み、歳出予算に

つきましては６月末までの必要見込みのほか、年

度の予算措置が必要なものは年額を計上してお

り、暫定予算という性格上歳入歳出予算の収支は

均衡を要しないものでございます。 

 歳入についてご説明申し上げますので、暫定予

算書１ページをお開き願います。１款町税５億

5,768万1,000円、２款地方譲与税2,400万円、６款

地方消費税交付金5,000万円、９款地方特例交付金

266万円、10款地方交付税17億1,361万3,000円、

12款分担金及び負担金1,886万5,000円、13款使用

料及び手数料4,777万3,000円、14款国庫支出金３

億2,984万3,000円、15款道支出金２億4,896万

8,000円、16款財産収入272万1,000円、17款寄附金

１万円、18款繰入金50万円、19款繰越金100万円、

20款諸収入１億6,865万7,000円、21款町債3,680万

円につきましては、平成26年６月末日までの歳入

見込み額と補助事業、起債対象事業の歳出予算に

係る国、道補助金及び起債額を計上いたしており

ます。 

 歳入合計は32億309万1,000円でございます。 

 次に、歳出につきましてご説明いたします。４

ページをお開き願います。各款の主な内容につき

ましてご説明申し上げます。１款議会費の予算額

は5,320万1,000円で、６月末までの義務的必要見

込み額のほか議会会議録調製委託料につきまして

は、契約の都合上年度の必要額を計上いたしてお

ります。 

 ２款総務費の予算額は２億906万7,000円で、６

月末までの義務的必要見込み額のほか、補助金の

うち余市町区会連合会補助金など補助目的達成の

ために６月末までに補助する必要があるもの、さ

らには年払いをする共済保険金や契約の都合上年

度の必要額を計上する必要があるものなどは全額

計上いたしております。 

 ３款民生費の予算額は８億8,260万8,000円で、
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６月末までの義務的必要見込み額のほか、補助金

のうち老人クラブ補助金など補助目的達成のため

に６月末までに補助する必要があるものなどや年

払いをする保険金などはその全額を計上いたして

おります。また、臨時福祉給付金につきましても

補助金の関係上関連経費につきましては全額を計

上いたしております。 

 ４款衛生費の予算額は７億6,481万5,000円で、

６月末までの義務的必要見込み額のほか、がん検

診関係予算や妊婦一般健康診査の助成拡充に係る

委託料などを計上いたしております。また、補助

金のうちごみステーション設置補助金につきまし

ては、環境衛生の観点から６月末までの見込み額

を計上いたしております。さらには、町営斎場火

葬炉の損傷が著しく、早急な対応が必要なことか

ら改修工事費を計上いたしております。 

 ５款労働費の予算額は1,651万1,000円で、６月

末までの義務的必要見込み額のほか、労働者福利

厚生資金貸付金や新卒者就職支援賃金と緊急雇用

対策賃金を計上いたしております。 

 ６款農林水産業費の予算額は9,404万9,000円

で、６月末までの義務的必要見込み額のほか、補

助金のうち補助申請するに当たり予算措置が必要

となる余市郡漁業協同組合製氷貯氷施設建設事業

補助金の計上、さらにはフィッシャリーナ総合賠

償保険料など年払いが必要となるものなどを計上

いたしております。 

 ７款商工費の予算額は１億5,875万8,000円で、

６月末までの義務的必要見込み額のほか、補助金

のうち余市商工会議所補助金、商店街活性化対策

事業補助金、余市観光協会補助金、連続テレビ小

説「マッサン」応援推進協議会補助金など補助目

的達成のために６月末までに補助をする必要があ

るもの、さらには契約の性格上年間の予算措置が

必要となる中小企業振興融資、町内金融機関貸付

金や土地借り上げ料、指定管理に伴う委託料を計

上いたしております。 

 ８款土木費の予算額は６億2,622万円で、６月末

までの義務的必要見込み額のほか、補助金のうち

道路河川愛護組合連合会補助金など補助目的達成

のために６月末までに補助する必要があるもの、

さらには平成25年度から実施いたしました新築住

宅建設支援補助金などの住宅支援に係る補助金に

ついては、実績とその事業効果などを勘案して計

上いたしております。また、計画的に実施してお

ります沢町百姓沢線排水整備工事や補助事業、道

路ストック点検調査委託料、橋梁補修調査設計委

託料、月見橋補修工事などにつきましては、補助

申請に当たり予算措置が必要となることから計上

いたしております。このほか指定管理に係る委託

料につきましても、契約の関係上年度の必要額を

計上いたしております。 

 ９款消防費の予算額は４億7,013万4,000円で、

年度の必要額を計上いたしております。 

 10款教育費の予算額は２億9,585万円で、６月末

までの義務的必要見込み額のほか、安全、安心、

また工期の関係上黒川小学校外壁等改修事業並び

に各中学校網戸設置工事費の計上、さらには契約

の関係上土地や物品の借り上げなどは年度の必要

額を計上いたしております。また、指定管理に係

る委託料につきましても契約の関係上年度の必要

額を計上いたしております。 

 11款公債費の予算額は290万8,000円で、６月に

繰上償還となる保留地取得資金の償還元金と一時

借入金利子の計上でございます。 

 12款予備費の予算額は500万円でございます。 

 以上が歳出の款別の主な状況でございます。 

 次に、第２表、地方債についてご説明申し上げ

ます。暫定予算書の７ページをお開き願います。

地方債につきましては３件で、限度額の合計は

3,680万円でございます。沢町百姓沢線排水整備事

業債520万円と橋梁補修整備事業債260万円、黒川

小学校外壁改修事業債2,900万円でございます。 

 なお、起債の方法、利率、償還の方法につきま
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しては、前年度と同様と設定いたしております。 

 以上、議案第23号 平成26年度余市町一般会計

暫定予算につきましてその概要をご説明申し上げ

ましたので、よろしくご審議、ご決定賜りますよ

うお願いを申し上げます。  

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。 

〇２番（吉田 豊君） これから町長は本予算組

んで出してくるのですけれども、質問する事項は

たくさん持っているのですけれども、町長の姿勢

について、こういうことがあるのだよということ

をちょっとここで町長に質問しておきますから。 

 実は、私結構飲み屋に酒を飲みに行くのです。

それで、周りの仲間からは随分曲目知っているね

と言われるのだけれども、カラオケの昔の本でい

えば演歌という演歌はほとんど自分では歌ってい

るような気はしています。それで、町長に、「お

立ち酒」という歌知っていますか。それから、「哀

しみのエアポート」、「ご機嫌ななめ」、「酒に

書いた詫び状」、「じょんがら恋唄」、「宗谷遥

かに」、「天までとどけ御柱」、「トーキョー舞

踏曲」、「土佐のおんな節」、塩谷もよく出てく

る「北海一番船」、「夢宵酔」、「北山崎」と、

それから「紅花の宿」、「雪の細道」、その後に

去年、おととしかな、７月ごろ発売された「余市

の女」というのも出ている。そういう歌もあって、

歌っている方は水田さんという人。これ３月２日

の北海道新聞、これ町長見ているでしょう。これ

全部余市の記事だ、一つ残らず。でも、この記事

を私見たときに町長はニッカウヰスキーのこうい

う会場まで行って激励しているのだなと、こう思

っていたのだ。だから、これならこの「余市の女」

というの出たときに、私もこの歌歌います。私ら

の仲間みんなほとんど歌いますから。うちらの仲

間は365日毎日歌っている人もいますから。町長、

歌いますか。激励していったら、激励しただけな

らだめなのだ。この後ちょうど今これ「マッサン」

というのもやるのでしょう。これもニッカウヰス

キーでしょう、全部やっているの。こういういい、

言い方は悪いかもしれないけれども、この方にお

願いして、余市をよく知ってもらう。そのことに

よって余市に対して一人でも二人でもほかから来

てくれるということをしなければ、余市はまた人

口も減ってしまう。そういういい助け船がありな

がら、１年何ぼもどうしてこういうもの放ってお

くのか。私には基本的に考えられないのだ。演歌

大使でもいいし、観光大使でもいいし、何でもい

いので、お金多少かかってもこの方にお願いして、

名刺に一つでもできて、余市の町を知ってもらう

という、余市のシリパでも何でも書いたものを渡

してあげればいいのでないですか。この人日本中

回って歩くのだから。それにこの水田さんという

人は有名な人だ、すごく。日本の喉自慢でも一番

の人なのだから。大賞の人なのだから。私も会派

の人と飲みに行くけれども、「北海一番船」とい

うのは必ず歌うのだから、私。何年も前に。だか

ら、姿勢があらわれてこないと、議会側としては

やっているなという気持ちにならないし、町民も

町長はやっているのだなという、そういう気持ち

見せなかったら、新聞には激励はしたけれども、

それでぶっつりですよといったら何にもならな

い。だから、今ここに観光のほうにこの予算500万

円組んだけれども、これもただやったらぶっつり

なのです。こっちのテレビ小説で「マッサン」と

いうのをやっても、このテレビ小説が終わったら

ぶっつりなのです、ぶっつり。というのは次のド

ラマに変わるのだから。ところが、歌はうまくや

れば何年も使えるというかわからないけれども、

何年も町を宣伝することできるのだ。だから、予

算でも何でもそうなのだけれども、そういうめり

張りのついた形をきちんとしなければだめなの

だ。私はそう思うのです。 

 例えば岸洋子さんという歌手もいます。「余市
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の子守唄」というの歌った。この人だって「雨」

だとか「夜明けのうた」だとかいろいろな曲出し

ています。この方だって有名です、何十曲も。だ

から、そういうお願いできる人には、今町がこう

いう状態だから、少しぐらいお金がかかっても、

すがっても頑張ってやるという気持ち起こさなか

ったら町の人はついていかない。だから、そのこ

とをきちんと町長がやれば、余市の町の人はちゃ

んと理解できるのだ。だから、この後本予算組む

のだろうかもしれないけれども、こういう使える

ものはこの際何でも使っていこうという、そうい

う気持ちを起こして進まなかったら、次の予算書

出してきても、それが気持ちが伝わってこなかっ

たらまた同じ結果になってしまう。だから、今か

らでも遅くないし、やれるものは全て使ってやろ

うという、そういう気持ち起きなかったら、やっ

ぱり余市という町は助からないのだ。 

 私この新聞見たとき、ええっと、ここまで一生

懸命やっているのに、どうしてこのことが町の人

の中に一つも伝わってこないのだろうと、１年も

投げておくのだろうと、そう思いました。新聞記

事でこれ全部余市というのは本当にすごいことで

す。これだけで物すごい宣伝効果あるわけだから。

だから、やっぱりきちんと、ほかにもたくさん言

うことあります。でも、姿勢がそういう姿勢だと

いうことだから。何も守りに入ることないから。

お金ないから、ないからといっても、困るかもし

れないけれども、やっぱり攻めるところは攻めて

いかないと。それでなかったらなかなか議員も評

価しないし、人も評価しないし、町民も評価しな

いのだ。だから、もう少しそういうことをきちん

と考えて、よくそういうことを発信して、町長も

町に出る機会があるのでしょう。恐らくあるから、

この曲かけてもらえばいいのでしょう。町長がみ

ずから歌ったといえば、周りの人は町長だという

ことわかっているから、町長が歌ったら俺も歌お

う、俺も歌おうという人たくさん出てくるって。

そのぐらいやらなければ、私は余市の町というの

は立ち上がってこないと思うのだ。この後予算づ

くりするのだろうけれども、そういうことをきち

んと考えてください。 

 持ってきているのは何十項目もあるけれども、

たまたまこの新聞見たからそういうふうに言いま

した。 

〇町長（嶋  保君） ２番、吉田議員よりのま

ちづくりにかかわる総体的なご質問に答弁申し上

げます。 

 この演歌歌手、水田さんにつきまして、ご指摘

のとおり、私もニッカ会館でご一緒させていただ

いております。その折観光大使等のお話もござい

まして、すぐ検討させましたが、役人的発想の部

分からの検討だけでとどまったという部分ござい

まして、しかしＮＨＫにも歌番組にも出場なさっ

ている、８時からの歌謡ショーですか、非常に有

名な方でございますので、何かつながり持てない

かという形の中での指示を出しておりましたが、

その対応がおくれていたという部分ございます。

そういった中では、縁を切らさないという形の中

では事務所等に年末ですか、りんごのほっぺ等届

けておりますが、おっしゃられるようにめり張り

つけるという形で早目にそういういろいろなつ

て、いろいろなつながりを活用しながらやってい

かなければならないというのは心新たにしたとこ

ろでございます。 

 先日も27日、議会休会日のときも逆に、ニッカ

関係でございますが、千葉県の柏市長が見えられ

ました。そのときはニッカつながりで、ボトリン

グが98％柏工場を通ってニッカの製品が出てくる

ということで、柏の市長が余市のニッカ、そして

「マッサン」という部分、そしてその情報を聞い

て何とか連携をとれないかということで、余市、

仙台、そして柏という中で何かを一緒に事業でき

ないかという形で来られました。私は、そのとき

びっくりしましたというか、そういう情報を聞き
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つけて、全然「マッサン」と関係ないところの柏

市長がわざわざいらしたという部分、やはり我々

も、私もそういった部分にはいろいろなつてなり、

いろいろな人脈等を使って、今議員おっしゃられ

たような形の中での活動、そういったものをもっ

と大胆にしていかなければならないという部分心

を新たにいたしまして、議員ご指摘のとおり、そ

のような部分、水田さんの部分、いま一度そうい

った中での部分、上京の機会もございますので、

すぐに行って、そういった上京の折に会えるかは

どうかはわかりませんけれども、事務所等の所在

も聞いていますし、事務所等とはそういうつなが

りも持ってございますので、そういった小さいつ

ながりから含めてまちづくりに生かしていかなけ

ればならないというのを心新たにして、これから

そういった意味も含めて、本予算提案等含めてそ

のような気持ちで頑張っていきたいというふうに

考えてございますので、ご理解のほどお願いした

いと存じます。 

〇２番（吉田 豊君） 町長、余り細かくやった

ってだめだ。町長なのだから、大きく大きく動か

ないと、だめだ、小さいのは。大きく、町を動か

すのだから。 

 それと、もう一つ、お寺もお願いしたら。余市

というのは、ほかの町村と比べてもお寺がすごく

多いところでしょう。観光客にこれをうまくでき

るか、できないかは別にして、お寺が協力できる

ということであれば寺回りでも何でもできるわけ

だから。だから、そういうところもいろいろ考え

てみたほうがいい。沢のほうにだってあれだけお

寺あるわけだから、その距離歩いてもそんなにか

からないわけだから。そういうことで、お寺のご

住職の方にもよく相談して、この際は余市の町を

助けてもらうということで、何ができるのかとか

そういうことを一つ一つ聞いて、いい方向にきち

んと向ければ私はこの町はまだまだ発展できると

思っているし、やっぱりやり方一つだと思ってい

る。お寺なんて今のまんまだったらだんだん人口

が減ってしまって、壇家さんの数も少なくなるで

しょう。でも、このことをいろいろやることによ

って、またきちんと立ち上がれるという形にもな

るし、そんなにそんなに余市の町に住んでいる方

が行政の手法に対して非協力的だということには

ならないと思うのだ。みんな協力してくれると思

う、こういう状態であれば。だから、この際お寺

なんかも、ここにも乗念寺さんと、これうちも檀

家さんだけれども、こういうお寺さんでもお願い

すれば私は協力してくれるのでないかと。ただ、

お寺さん１つではだめだから、余市の町全部がと

いうような、そういう考え方でやればまだまだ余

市の町はよくなれると思うので、その辺もひとつ

一緒にあわせてまちづくりの形の中で検討して、

なるたけ早く次の本予算を提出するぐらいの間の

中でこういうような形のものはとれると、ここま

では協力できると、ここまで頑張れると、そうい

うものを提出してもらえば納得しますよというこ

とになると思う。 

〇町長（嶋  保君） ２番、吉田議員からの再

度のご質問でございます。 

 私も今回の予算特別委員会、さらには定例会含

めていろいろなご質疑をいただきました。私の個

人的な部分になりますが、政治姿勢といたしまし

て私も１つとしてはまだ行政職員から抜け切れて

いない気分の部分があるなと。政治家としてきっ

ちりとめり張りのついた判断、そして広い視点に

立った部分、やはり三十数年の職員生活の中で職

員的な発想がまだ多かったなという部分今回の私

特別委員会等を通じて反省した部分でございます

ので、そういった中でいろいろなご提言もいただ

いております。そういった中で、広い視野、広い

視点に立って、めり張りの聞いた政策を打ち出し

て、早期に本予算を提案していきたいというふう

に考えてございますので、よろしくご理解のほど

をお願い申し上げます。 



－210－ 

〇12番（土屋美奈子君） 今暫定予算出されまし

たけれども、今吉田議員から質問もありましたよ

うに町長の姿勢というものも大きな要因の一つで

はなかったのかなと、今回の結果に至った。そし

てまた、もう一つ大きな原因の一つで、予算委員

会の中でも身の丈予算という話も出ていた。財政

調整基金を使った、これがもう一つの大きな理由

とされるのかなというふうに思っております。財

政調整基金２億5,000万円、ここをもともとお金の

ない中で本町予算を組み立てているのですから、

詰められるところも限られてくるのかなというふ

うに思っております。本年度25年度で財政再建プ

ランも終了いたしますけれども、この柱となって

きたのは人件費であった、この間、財政再建のた

めに。今後新しく予算を組み直すのだろうけれど

も、この内容については安易に手をつけやすいと

ころに向かってしまう、これも慎重に取り組まな

ければいけないのではないかなというふうに考え

ているのです。だから、そこの部分についてどう

お考えなのか町長の見解を伺っておきたい。まず、

お願いします。 

〇議長（中井寿夫君） あらかじめ本日の会議時

間を延長いたします。 

〇町長（嶋  保君） 12番、土屋議員からのご

質問に答弁申し上げます。 

 財政調整基金２億5,000万円等のお話もござい

ました。19年度からですか、赤字予算、架空の雑

入と、諸収入という形の中での部分もございまし

て、その19、20、21ですか、３年間ほど予算も組

めずに、そして何を切るかという部分でやってき

て、そして財政再建推進プランの行政改革、これ

の執行が最重要課題だったというふうに思ってお

ります。しかし、先ほど来ご質問等もございまし

たが、経済波及効果等を含めてやはり財政出動す

べきところはしなければならないという中で、去

年から新築住宅の部分、さらには住宅改修の部分、

さらにはことしは「マッサン」等を含めて観光協

会の一千何百万円という形の今までの何倍もの予

算をつけてきたところでございます。そういった

中で、財政的にはまだまだ財政基盤がしっかりし

たとは言えませんが、先ほど来論議になっている

ようにめり張りはつけていかなければならない。

税収で返ってくる部分、経済対策の部分なりは、

やはり財政出動をしなければならないところはし

ていかなければならないと思っていますし、財政

再建の努力、そして行政改革の努力はこれからも

不断の努力は続けていかなければならないという

ふうに思っております。 

 そういった中で、今回いろいろな大きな財政出

動もあったということの中で、財政の部分含めて

先ほど特別職の報酬等の議案も可決していただい

たという部分ございます。今後ともそういった中

で新たな今26年、27年度が中期見直し等もござい

ますので、そういった中で財政推計等もしていか

なければならないと思ってございますので、人件

費等の部分につきましては慎重に取り進めていか

なければならないというふうに思っております。 

〇12番（土屋美奈子君） 答弁いただきました。

心配していた「マッサン」の部分、ここはやっぱ

りことしはどうしても入っていかなければいけな

いと思っていたから、それが暫定に先ほど見たら

入っていたから、ここは進めていかなければいけ

ない。これは、多分町民全体が思っていることだ

ろうと思うから、そういったことはよろしいとい

うか、これでいいと思うのですけれども、さらに

踏み込むためには暫定予算ではなくて、本予算も

急がなければいけないという中にあるのだと思い

ます。そういった中で、今町長答弁されたように

苦しい台所事情がある。その中で慎重にいろいろ

な面で取り組んでいかなければ、役場庁舎内の信

頼関係だとかそういったものにも響く可能性もあ

るから、だからしっかりと新規の予算については

きちんと納得をいろいろな形でいろいろな方面に

得られるような形で予算を組んでいただきたいと



－211－ 

要望いたします。 

〇町長（嶋  保君） 12番、土屋議員の再度の

ご質問に答弁いたします。 

 先ほど来吉田議員にも申し上げました。そうい

った中では、やはりめり張り、これをしっかりつ

けた本予算、これは私どもも３カ月の予算今回暫

定という形で組ませていただいていますが、一刻

も早く本予算に移行したいというふうに思ってご

ざいますので、そのめり張り等を含めてしっかり

つけた予算を早期に提出していきたいと思います

ので、よろしくご理解のほどをお願い申し上げま

す。 

〇18番（吉田浩一君） 暫定予算の提案というこ

とで、初めての経験ですので、ちょっと質問がピ

ントずれているかもしれませんけれども、前回の

本会議採決で私は賛成したという立場もあって、

それで暫定予算かということに関して非常に異議

を持っている一人であります。 

 それはさておき、まず暫定予算ですから、４月

１日から先ほどの部長の提案説明の中では契約は

しますよということなのだけれども、暫定予算な

のだから暫定契約なのですか。いろいろな業者さ

んと契約します。暫定契約なのか。あくまでも暫

定で、それで本予算が通ってから本契約になるの

かどうか、まずその辺を確認をお願いします。 

 次に、暫定予算の期間３カ月という提案説明が

ありました。本予算は、それではいつまでに提案

する考え方なのですか。今土屋議員の質問に対し

ても明確にいつまでとかというのは言っていない

です。ただ、言えていることは６月までというこ

となのだけれども、ではいつまでするのだという

のであれば、答弁として一日でも早く成立するよ

うにということになるのかなと思うのだけれど

も、嶋町長の過去の事例を見れば何事に対しても

常に時間ぎりぎりだと、そういう事実があります。

今回の予算案の否決を受けて、自分のところには

中小事業者さんからどうなっているのだと、そう

いう苦情と問い合わせが入っています。特に建設

事業者さんは、昨年行われたリフォームの助成に

対して非常に好評だったと。余市町としても途中

で追加もして、それでもあふれたと。それで、26年

度にするよということで、この予算がよくわから

ないのだけれども、今回の暫定予算に計上されて

いるかどうかわからないのだけれども、とにかく

中小の建設事業者は困ったと、そういう悲鳴上が

っています。これ６月までなのだから、３カ月も

このままでやっていたら本当に町内経済破綻して

しまうのでないかなと思うのです。それで、これ

はあくまでもネット検索で調べただけの範囲なの

ですけれども、暫定予算の範囲は10日から２カ月

くらいというのが多いようなのですけれども、何

で３カ月としたのですか。そこがわからない。こ

れだって最終的に通るかどうかわからないので、

それを考えるのであれば専決だって可能だったの

でないのかなと思うのです。なぜこれをしなかっ

たのか。それもお尋ねいたします。 

 それと、財政調整基金の問題についても質問し

たいのですけれども、このたびの一般会計の採決

に当たっては、明政会の反対理由としては財政調

整基金が取り崩されて枯渇寸前であると、そうい

う言い分で、さらに財政調整基金の取り崩しと直

接リンクするのかどうかはわからないのですけれ

ども、財政再建のために行っていた職員給与の独

自削減も終わった、それによって人件費が上がっ

たということも、それが全てではないのでしょう

けれども、そういう主張であったというふうに私

聞いています。昨年の12月の定例会において人事

院勧告に基づいての議案が提案される予定だった

のだけれども、議会運営委員会は一回通過した。

本会議において議事進行発言がされて、結果とし

て再度議会運営委員会が開催されて、議案の取り

下げがされたということがあります。これによっ

て４月から給料を上げざるを得なくなったという

ふうに思うのですけれども、この考え方に間違い
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ないのか。そういう部分はあったのかどうか。 

 次に、大谷町政の時代を知っている議員は、平

成11年の当選組だけなのでしょうけれども、大谷

町政時代、国の財政削減の関係で交付税はどんど

ん減ってきたと。その中で、これは記憶なのです

けれども、たしか財調というのはその当時十何億

円あったはずなのです。それを最終的には大谷町

政の４年間でゼロにしてしまったというふうに記

憶しています。この当時予算の採決に当たっては、

討論で新政会という会派は常に賛成討論をしてい

たという記憶があるのですけれども、これに間違

いないのか。これもお尋ねいたします。 

 それはそれです。それと、今回の予算委員会、

私体調不良によって予算委員会を欠席していたと

いうふうになります。それで、この暫定予算の中

にも入っているのですけれども、埋蔵文化財の調

査費として、これは当初の参考資料の事業番号

34番となりますけれども、これが１億2,853万円計

上されていた。今回6,600万円が計上されていま

す。この事業は、高速道路の関係があって、高速

道路の建設促進という意味合いがあって、工事の

早期着工と開通を目指してそういう予算配分がさ

れたというふうに思っています。まず、この考え

方に間違いないのか。 

 この事業がおくれた場合、発掘という特殊な事

業でありますので、この6,600万円でどれぐらい工

事が進むのかよくわからないのですけれども、仮

に当初の予定している工事が終わらないとするの

であれば、関係町村だけではなくて北海道や国か

らも責められるということになるのではないかな

と思うのです。余市町としては、そういうふうに

なった場合どうするのか。責任がとれるのかとい

うこともあわせてお尋ねいたします。 

〇町長（嶋  保君） 18番、吉田議員の質問に

答弁申し上げます。 

 まず、暫定予算の関係、これは中小事業者等の

お話もございましたが、そういった部分にご迷惑

かけないという中での３カ月分とったという形で

ございまして、今回の住宅改修等を含めて、そう

いった予算はこれに盛ってございます。そういっ

た中で、町政の停滞、後退を回避しなければなら

ないという大きな命題の中でこの予算を組んだと

ころでございます。 

 それと、３カ月と、これは定例会ごとのという

部分で３カ月をとらせていただきましたが、必要

最小限のものしか入ってございませんので、何と

か私は１カ月でも２カ月でも早く本予算を提案し

て議会の議決をいただきたいという努力をしてい

きたいというふうに思っております。 

 それと、何で専決にしなかったかと。これは、

専決にしますと完全にもうそういった例えば「マ

ッサン」への配慮だとか安心、安全への配慮だと

か、それができなくなります。これは、暫定予算

という形の中ではそういったある程度中小事業者

への配慮、そして安全性への配慮等の部分の選択

もできますが、専決でやってしまうと完全に義務

的経費の部分しか組めなくなりますので、こうい

った暫定予算という形の中での提案をさせていた

だいたという部分でございます。 

〇財政課長（山本金五君） 18番、吉田議員から

の事務的な部分、作業的な部分につきまして私の

ほうからご答弁申し上げます。 

 まず、契約の関係でございます。まず、１点、

契約の中でも土地の賃貸借契約、これにつきまし

ては当然１年間の契約になりますので、これらの

部分につきましては本暫定予算の中でも１年分計

上した中で相手方と契約を結んでまいりたいとい

うふうに考えてございます。あと、単価契約的な

もの、年間の総体数量を示していく中でないと相

手方が正確に見積もることができないというよう

な予算につきましては全体予算、年度の必要予算

額を見込んだ中で相手方と契約してまいりたいと

いうふうに考えてございます。それと、保守点検

のような１年間を通じて毎月均等ではないような



－213－ 

ものにつきましても本暫定の中では年度総額を計

上してございます。ただ、月払い的なものですと

か簡易的なものにつきましては、これは義務的に

行う部分というよりはこの３カ月間必要額だけを

計上して、その範囲の中でできる契約を考えてい

きたいというふうに考えてございます。 

 続いて、財調の関係で、まず総額的なものを申

しますと、手元に持っている資料の中では約20年

分ぐらいなのですけれども、財調に関しましては

平成19年度以前、この財政再建推進プランが遂行

される前では最高で約３億円強ぐらいでございま

す。ただ、これ以外の減債基金ですとか公共施設

の基金ですとかそれらの特定目的の形での基金総

額で申しますと、議員ご指摘のとおり、約20億円

というような形の年度もございましたけれども、

財政調整基金に関して申し上げますと大体３億円

前後というような形が残高というような形でござ

います。 

〇総務課長（須貝達哉君） 私のほうから昨年12月

に提案いたしましたが、諸般の事情から撤回する

こととなりました職員給与条例の関係の部分につ

きましてご説明をさせていただきます。 

 これにつきましては、26年の１月１日が昇給日

ということで、昨年の12月の定例会で提案をさせ

ていただいたわけでございますけれども、その分

本来であれば55歳以上の昇給停止ということにな

りますので、ほぼ45名程度が該当するような形に

なりまして、１人当たりにいたしますと平均で月

1,300円ぐらいでしょうか、の昇給が停止したとい

うことで、額的にいいますと月当たりおおむね６

万円弱程度の金額が昇給したという形にはなって

ございます。 

〇社会教育課長（松井正光君） 18番、吉田議員

からのご質問でございます。埋蔵文化財発掘調査

に関係しますご質問にご答弁させていただきま

す。 

 暫定予算の考え方に沿いまして埋蔵文化財発掘

調査につきましても３カ月予算を組みました。こ

れにつきましては、東日本高速道路と協議した中

で、そちらの高速道路の工事に影響のないように

予算を計上させてもらっておりますので、ご理解

のほどお願いしたいと存じます。 

〇18番（吉田浩一君） まず、高速道路の関係で

す。影響がないようにやるということなのですけ

れども、この発掘事業には、北海道からかどうか

というのはちょっとわからないのですけれども、

余市町に派遣されると。専門的な知識を持った人

が派遣されて、余市町でその発掘作業に当たると

いうふうに、そういうような話を聞き及んでおり

ます。それで、とりあえず最終的には１億2,000万

円の計上が6,600万円、約半分しか計上されていな

くて、暫定予算の考え方というのはわからないの

だけれども、最終的にそういう人方の派遣を頼む、

派遣をされてくるというふうになっていたときに

その人方はきちんと派遣されてくるのですか。そ

ういう人方が逆にいなければ、発掘とかそういう

特殊な事業ですから、作業が滞るのではないのか

なと。これが滞れば余市町単独だけの問題でなく

なると、私はそう思うのです。だから、その辺は

どういうふうになっているのかということを再度

確認をお願いしたいなと思います。 

 それで、暫定予算の３カ月ということで、町長

の答弁としては一日でも早い成立を目指したいと

いうことなのですけれども、さきの採決で賛成し

た議員の一人としては、暫定予算が提案されて、

当然これから本予算が提案されてくる。そういう

ふうになったときに、本予算というのがどういう

ふうになるのかわからないのだけれども、本予算

と比較した場合何らかの修正されてくるというこ

とです、どういう修正されるのかわからないけれ

ども。そういうふうになったときに、はい、そう

ですかと簡単に言えるのかなと実は思っているの

です。この暫定予算の考え方というのは、本予算

が成立した時点で自動的に本予算のほうに取り込
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まれるという考え方です。であれば、どこがどう

いうふうに削減されるのかこれはわからないのだ

けれども、この予算がいいと言ったことに対して、

ではそれが修正されてきたらそれがいいですかと

いうのは、それはそのときにまた判断しなければ

ならないのだけれども、それに至る過程としてこ

の暫定予算があるとするのであれば、そうですか

とも簡単にも言えないのだけれども、それで仮に

暫定予算が否決されたというふうになった場合、

仮にです。仮に否決されたという場合あしたから

の役場庁舎というのは開くことができるのか、で

きないのか、これをお尋ねしたいなと思います。 

〇社会教育課長（松井正光君） 18番、吉田議員

の再度のご質問でございます。 

 高速道路に関係しまして、埋蔵文化財発掘調査

で調査を実際に実施します調査員及び補助員につ

きましては、調査員が１名、補助員３名を予定を

しておりまして、この調査員につきましてはいず

れも埋蔵文化財センターから推薦を受けた方で、

賃金として支払います。町から辞令行為を行いま

して払うと。日額で払う予定ということでござい

ますので、道から特別に派遣される職員ではない

ということでございますので、ご理解のほどお願

いしたいと存じます。 

〇町長（嶋  保君） 18番、吉田議員よりの再

度の質問に答弁申し上げます。 

 まず、本予算の部分、これは先ほど来申し上げ

てございますが、次の議会の直近という形の中で、

今定例等の６月という形の中での３カ月の予算を

提案させていただいております。しかし、必要最

低限の暫定予算でございますので、一日も早くと

いう形で思っておりますので、今までの予算特別

委員会等の審議を踏まえまして、早期に本予算を

提案していきたいというふうに考えてございます

ので、ご理解のほどをお願い申し上げたいと存じ

ます。 

 また、否決という部分でございます。これにつ

きましては、役場機能というか、行政停滞できま

せんので、これにつきましてはこうなった場合は

例えばの話専決という形の中での予算を組まざる

を得ないと。これにつきましては、政策的なもの

は一切含まれませんで、義務的な部分、経常的な

部分の予算の専決という形になろうかというふう

に思っております。 

〇18番（吉田浩一君） 松井課長のところの答弁

なのですけれども、どこから派遣されてこようと、

要するに滞りなく予定どおりできるのかどうか。

これは、おくれたら関係町村というか、ほかの自

治体との兼ね合いもあるし、国や道との関係もあ

るのでしょうから、ここの部分だけはどうなのか

ということのその確認を、どこから派遣されてく

るのでもいいのです。その辺だけは必ず間違いな

く当初予定のとおりにできるのかどうか、それだ

けはっきり再度答弁お願いしたいと思います。 

〇教育長（中村寿仁君） 18番、吉田議員のご質

問にご答弁申し上げます。 

 今回の埋蔵文化財の関係ですけれども、高速道

路と綿密に関係があるものでございます。予算に

つきましては、当初１億2,000万円程度のものでし

たが、これをおくれないというために6,000万円程

度で今回暫定予算に計上させていただいたという

ことで、これはおくれないような形で対応してま

いります。 

〇４番（藤野博三君） １点だけ、契約というか、

契約も協定も含めて、年に数回にわたって支払わ

れるものもあります、毎月とかではなくて。その

辺がこの暫定予算について、何カ所か見たら暫定

だけれども、年に数回に分けて払えるのだけれど

も、全額計上されていると。その辺の考え方だけ

ひとつお知らせいただきたいと思います。 

〇財政課長（山本金五君） ４番、藤野議員から

の契約に関する部分で、事務的な内容でございま

すので、私のほうからご答弁申し上げます。 

 一つの契約の中で毎月々行うもののほかに年に
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数回だけ行うと、支払いがあるというものもござ

います。その契約するに当たって年間の数量を示

さないと、払うのは６月、７月、８月といった場

合に６月分は今回の暫定のまず対象になります。

ただ、７月以降の支払い部分については、基本的

にはこの暫定予算には計上しない部分でございま

すが、ただ全体の契約を見た中で後半の部分も合

わせて見積もらないと適正な契約ができないとい

うような場合については年払い額、年度の必要額

を丸々この暫定の中に計上していると。ただ、６

月までの支払いの分だけで積算可能なものについ

ては、この３カ月間の支払う範囲内というだけの

ものを計上していると、そのような考え方でこの

暫定予算につきましては計上してございます。 

〇13番（中谷栄利君） 本予算についての賛成討

論でも行いましたけれども、本予算が否決されて、

暫定予算を組まざるを得ない、提案しなければな

らなくなったその背景に町長の町政執行の姿勢に

問題があったのではないか、このことを問わなけ

ればならないと思います。町長は、このことをど

う考えていらっしゃるのか。私は、この背景には

やっぱり労働福祉会館転落事故にかかわり、この

問題について謝罪と行政責任並びに住民と議会に

対して１年半もそのことについての報告しなかっ

た、こういう問題が不審を抱き、そういったこと

につながっていったのではないかと。また、町長

の公約だった自治基本条例の問題についてもすぐ

に着手できなかった、そういった問題等もあった

と思います。今の安倍自公政権の中で、地方自治

としても大変困難な状況等もあるかと思いますけ

れども、やっぱりその中でも毅然とした行政とし

てのリーダーシップをとる中で各課との共同のも

とに住民要求を取り上げていく、そういった行政

としての責任、迅速な対応、そういったものに対

しての姿勢、そういったものが今回問われてきた

のではないか。ですから、一刻も早くこの問題に

ついて責任を明確に明らかにし、住民、そして議

会との信頼関係、そういったものを回復すること、

そのことをどうやって着手していくのか、それが

問われると思いますので、この間の背景について

どのように考えているか、そういった問題につい

てどのようにしていくのか明らかにしていただき

たいと思います。 

 それから、２つ目には、財政調整基金について

お伺いしますが、財政調整基金はもちろん職員の

人件費等もあるかもしれませんけれども、行財政

改革の中で財政再建のもとに住民の福祉、要求、

そしてさまざまな団体等の補助金、そういったも

のが削減されていく中で進められてきたものだと

思います。それが今回の賠償にかかわる問題で１

億2,200万円、そういったものがされる中で、私た

ちも討論でも言いましたけれども、切実な住民要

求である医療費助成の問題についてもその半分が

あれば実現できる。こういった問題でやはり町政

の住民要求の実現できない大きな後退になるので

はないか。財政調整基金は、そういったものが積

み上げられてきた重要なものであるということを

ぜひ認識していただきたいと思います。 

 また、この運用に当たってお伺いしますけれど

も、本予算でも明らかにされたようにワクチンの

助成、それから商店街空き店舗対策、緊急雇用な

ど、住宅リフォーム助成継続、そういったものを

政策的に継続していかなければならない。そうい

ったもとで詰められてきていて、なおかつその不

足分について年度間の調整として財政調整基金に

財源を求めた、このように理解しています。こう

いった財政の予算の組み立てのあり方について、

過去にも当然行われているものと思いますが、そ

の経過について行政のほうではどのような財政の

組み立ての考え方として持っているのかお伺いし

たいと思います。 

 それから、３番目として、３カ月の暫定予算な

のですけれども、本予算の見込みについていつに

なるのか。早急にというお話がありますが、どの
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ように考えているのか再度私のほうからもお伺い

します。 

〇町長（嶋  保君） 13番、中谷議員よりのご

質問に答弁いたします。 

 この平成26年度一般会計予算、本会議で否決さ

れたという部分につきましてはもちろん私の責任

でございまして、非常に大きな責任を感じている

ところでございます。そういった中で、このよう

な暫定予算を提出せざるを得なかったという部分

につきましては私の責任でございます。その要因、

議員おっしゃられましたようにいろいろな要因は

ございますが、やはり労働会館の問題、さらには

自治基本条例等を含めて私の行政運営に対する部

分の要件によって否決されたというふうに考えて

ございますが、そういった中でも暫定予算今回提

案させていただいておりますが、先ほど来答弁し

てございますが、必要最低限の部分、そして住民

にご不便をかけないという部分ではございます

が、やはり必要最低限の部分だけの計上でござい

ますので、早急に本予算を提案していきたいとい

うふうに考えてございますが、先ほど来申し上げ

ますとおり、定例会のある６月という形でござい

ますが、私は一刻も早くこの提案をしていきたい

と。いついつという部分につきましては、何月、

何月とは申し上げられませんが、一日も早く本予

算を提案して可決をいただくという努力はしなけ

ればならないというふうに思っております。 

〇財政課長（山本金五君） 13番、中谷議員から

の財政調整基金のこれまでの積み立てですとかの

状況につきまして私のほうからご答弁申し上げま

す。 

 まず、資料としましては平成３年以降の部分が

自分の手元にある状況なのですけれども、当初予

算段階では平成３年から平成19年度まで約１億円

程度から２億円前後の額を毎年度財政調整基金を

年度の予算で組んでございます。ただ、これらの

部分につきましては、年度末におきまして剰余金

が出た場合に翌年度また２分の１法令に基づいて

積み立てるというようなこともございまして、年

度末の残高としましては、先ほどもご答弁申し上

げましたとおり、約２億円から３億円程度が常に

残高として存在していたというのが平成18年度ま

で続いてございます。ただ、平成19年度以降につ

きましては、これが財政調整基金がだんだん減っ

てきたといった中で、平成19年度末の財政調整基

金の残高が1,678万3,000円しかなかったといった

中で、平成20年度以降につきましてはこれらをま

ず財源として存在しなかったがために年度の当初

では繰り入れしていなかったと。ただ、これにつ

きましては、先ほどの行財政改革プランに基づき

まして剰余金を計上することができ、そのうちの

２分の１以上を毎期平成22年度以降約２億円から

１億5,000万円程度という形で積み立てを行って

ございます。ただ、平成24年度では年度間調整と

いうことで4,500万円、それから25年度予算につき

ましては9,000万円ということが当初段階で繰り

入れてくるという形で、平成25年度末の現在の見

込みとしましては約５億円程度という数字を見込

んでございます。 

〇13番（中谷栄利君） 町長の重大な責任という

形で答弁がありましたけれども、やはりこの問題

についてはしっかりとした強いリーダーシップを

私は常々求めています。各担当課においてそれぞ

れがどういった仕事の状況になっているのかしっ

かりした目配り、そういったものが統制されてい

るのか、そういったことも今どうなっているかと

見た感じは、どうもその辺がぎくしゃくしてきて

いるのかなと。だから、そういった労働福祉会館

の転落事故にかかわって危機管理意識が一体どう

なっているのか、それが自分たちだけの問題なの

か、そうではなくて被害者に対してまず謝罪と、

そして住民、そして議会に対して行政としての報

告がしかるべきで、そして再度事故防止、そうい

ったことに対して何が原因だったのか、そういっ
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たものをすぐ着手しなければならない、そういっ

たことについての対応、その辺も議会と連携して、

絶えず報告していく、そういったことの姿勢がな

ぜとられなかったのか。やっぱりそこに何らかの

問題があったのではないかなと私は思います。 

 賛成討論でも行政報告について述べましたけれ

ども、行政報告ではなくて経過報告なのです、あ

れは。行政報告は、行政としてこの問題をどうと

らまえて、何を一番にしなければならないかとい

ったら被害者に対しての謝罪、そして住民に対し

て、議会に対しての説明責任、そして何が原因だ

ったのか、それを防ぐためにどうしなければなら

ないのか、そういったことをきちんと報告しなけ

ればならない、それが行政報告だと思います。や

っぱりそういったものの体がなさなかった。そう

いったことについて行政責任をとるというこの間

の答弁の中それが一向に進んでいない、そういっ

たものの積み重ねが今回の本予算否決、暫定を組

まざるを得ないような状況になった、こういった

ものがあると思います。やはりこのことに対して

町長を先頭にきちんと反省するところは反省し

て、議会、住民に対しての信頼回復かち取るため

の職員一丸となった団結、そういったものをぜひ

姿勢として見せていただきたい。そのことはでき

るものと私は確信していますから、ぜひそういっ

たことを進めてもらいたいと思います。 

 財政調整基金について担当課長からも説明があ

りましたけれども、住民の福祉、そういったもの

を政策的に３年なり、そういった長い目で見てい

かなければならない。そういった予算に対して不

足する財源は、かつても嶋町政以前にもそういっ

たことで財源求めて、やりくりしてきた経過があ

ったのではないかなと思います。問題は、こうい

った財政調整基金の根幹をなすもの、それは住民

が進めていきたいそういった要望、そういった福

祉、そういったものを行財政改革の中で抑えてき

て、我慢してきたそういったものの積み重ねがあ

るわけですから、やはりそこをぜひ認識して、そ

ういったものの住民要求の後退がないように、消

費税の問題もあります。国民負担10兆円という問

題があります。そういった中で、住民生活を守る

自治体の国の悪政の防波堤となるしかるべき姿勢

を貫いていただきたい。そのことを私から要望し

て、質問を終わります。答弁あったらお願いしま

す。 

〇町長（嶋  保君） 13番、中谷議員からの再

度のご質問に答弁申し上げます。 

 このような形で暫定予算を提出せざるを得なか

ったという部分に関しまして大きな責任を感じて

いるところでございます。そういった中で、危機

管理の徹底、そして議会との連携の不足した部分

等、今後しっかり生かして議会、住民の信頼回復

をいただかなければならないと痛感しております

ので、今後そのような形で努力してまいりたいと

いうふうに思っております。 

〇16番（安宅俊威君） せっかくの機会ですから、

一言見解を聞きたいと思います。 

 実は、町長よく聞いてください。余市町始まっ

て以来の不祥事です。歴史ある余市議会、そこに

こういう不祥事事件が起きて否決されたと。恐ら

く皆さんも初経験でしょう。私も初めてです。な

ぜこうなって否決されたかと。今黙って答弁聞い

ていると、私の責任です。責任あるの当たり前な

のだ。全然黙って答弁聞いていると誠意がない。

きのう道新全道版に出ました。後志版にも出まし

た。みんなびっくりしている、余市どうなってい

るのだと。私も管内に知人いっぱいいますから電

話来ました。どうなったのだと。本当に残念な事

件です、町長。どこに原因あるか、町長、全然答

弁の中身なっていない。逃げているでしょう、今

答弁聞いていれば。本当に情けない。 

 やはりここに大きい原因あるのは、議会を甘く

見ているのだ。議会軽視なのだ。不祥事事件何ぼ

ありましたか。なぜ正副議長に相談しない。理事
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者側には町長、副町長がいるのだから、議会にだ

って議長、副議長いるのだ。相談しましたか。何

ぼ事件起こしたのだ。わかるでしょう。あなたも

議会にいたことあるでしょう。番外席の中にも現

在３人ぐらい議会にいたでしょう。議会ってどう

いうものかよく知っているのでしょう。そこに大

きな原因あるのです。そう思いませんか。自分一

人悪いでないのだ。危機感がない、管理職にも。

私は、やっぱり議会を甘く見ていると。なぜ正副

議長にいろいろ問題起きたら相談に行かないので

すか。投げておけば投げておくほど大きく広がる

のだ。いまだに解決していないでしょう、いろい

ろな問題。今まで手いっぱい言ったから言わなく

たってわかるでしょう。そうでしょう。本当に残

念だ。中には安宅議員何やっているのだと、40年

もいてと。今そういう立場でないですからめった

に言えませんけれども、とんでもないこと起こし

たのだ、今回は。そうでしょう。議員は何も悪く

ないです。中には町民の中でも町長擁護の人か知

らないけれども、議会が悪いのだと、そういう話

も出ているのです。教えてやる、ちゃんと呼びつ

けて。そうでしょう。わかりますか。めったにき

ょうは怒りませんけれども、残念でたまらない。

古い議員の一人として、いろいろ経験したり、い

ろいろなことやってきた一人ですから。まずもっ

て正副に謝ってください。そこから始まった案件

だ、これ。わかるでしょう。人事にしたって同じ

です。それは言わないけれども、やっぱり能力の

ある者は伸ばしてやらなければならない。みんな

が全部能力あると限らないのだから、物によって。

そこが欠けているのだ。だから、今しゃべるけれ

ども、議員でない、町民に対してはっきり言って

ください。今議員いるのだから、みんな。ただ話

聞いていれば危機感一つもないということです。

例えばこの暫定予算通らなかったらどうするので

すか、また。わかりません、今の空気は。なって

いない、本当に。みんな町をよくするために議員

だって頑張って出てきているのだから。そして、

いろいろな一般質問やるでしょう。それに応えた

案件何ぼありますか。危機感持っていない。今一

番大事なのは少子高齢化、空き家。もう２万切る

の時間の問題なのだから。人口が減るということ

は町が弱るのだから。税収が落ちるのだから。目

に見えているでしょう。そう思わないかい。あと

五、六年で１万五、六千になるという、間違いな

くなる。どうするの、この町。そういうことを真

剣に考えたことありますか。本当に悔しい。もう

少しちゃんとしてやってもらいたい。選ばれた以

上は町長の責任なのだから。町のために一生懸命

頑張ると立候補したのでしょう。違うの。わかる

でしょう。それが議会なのだ。みんなおのおのの

考え方で質問しているのだから。この４年間これ

という目玉ありましたか。何もないでしょう。だ

から、残念でたまらない。きちんと誠意ある答弁

してください、もう一回。 

〇町長（嶋  保君） 16番、安宅議員よりの質

問に答弁させていただきます。 

 今回このように暫定予算を組まざるを得なかっ

た、提案せざるを得なかったということは、非常

に私の責任、先ほど来申し上げてございますが、

やはり理解をしていただけなかったのはこの提案

の内容、提案の説明の仕方等、そのあたりの至ら

なかった部分あるというふうに思ってございます

し、そういった中でご指摘いただいたように私の

政治姿勢についての部分のご批判あろうかという

ふうに思っております。 

 しかし、私、おっしゃられましたが、決して逃

げてはいません。これは、余市町を何とか元気に

したい、そしていい町にしたいという中で私ども

も今回26年度予算を提案させていただきました

が、いろいろな中での説明不足、そして内容不足

によって否決されたというのは、これは事実でご

ざいます。しかし、私どもも職員と一丸となって

何とかしたいという形でこの予算をつくって、そ
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してこの財政厳しい中でも私どもも今でき得る最

高の予算だという形で提案させていただきまし

た。しかし、それは議員各位の中でのいろいろな

批判等もあって否決されたのも事実でございま

す。そういった中で、今回町民に迷惑をかけるわ

けにはいかないという形の中で３カ月の暫定予算

を提案させていただきました。ぜひともそういっ

た中で、先ほども吉田浩一議員にもご答弁申し上

げましたが、これが否決されて専決ということに

なるといろいろな中での不便、政策的な部分の盛

り込むことができません。そういった中では、ぜ

ひともこの暫定予算の可決をお願いしたいという

ふうに思ってございます。 

 それと、議会軽視の部分でございますが、私は

いつも申し上げてございますが、決して軽視、そ

んなような気持ちは毛頭ございません。しかし、

結果的にいろいろな中で、私どもの経験不足等を

含めて報告がおくれたりして、結果的に見て軽視

しているのではないかという、そのように見られ

てもしようがない部分もあったというのも事実で

ございます。しかし、私もおっしゃるとおり議会

にもおりましたし、議会の怖さも、議会の重要さ、

議会と町がどうあるべきかというのも知っている

つもりでございますが、いろいろな経験不足等に

よりまして結果的にそのような議会軽視ととられ

ても仕方のないような部分もございました。それ

らをやはりこれからはしっかりと反省していかな

ければならないと思っておりますし、町の少子高

齢化含め、空き店舗等を含めて懸案事項山積して

おります。私は逃げるつもりもないし、もちろん

何とかしようと思って立候補してもございますの

で、逃げるつもりもありませんし、しっかりと受

けとめて今後本予算もまた提案をさせていただき

たいというふうに思ってございますし、これから

いろいろな中で議会議員各位のご助言、ご指導、

そしてそれらを町民等にしっかりと情報を開示し

ながら町政を進めていきたい、このような気持ち

でおりますので、ご理解をお願いしたいと存じま

す。 

〇16番（安宅俊威君） 町長、逃げるとか悪かっ

たとか自分の責任、それなんか言う言葉でないの

だ。だけれども、そういうふうにとられるの、も

のを投げておくと。事故一つでもそうでしょう。

今言いたくないから言わないけれども、事件起き

てから３年も投げておいて、投げておけばおくほ

どものというのはややこしくなる。そういうこと

ばかりやってきたでしょう。まだ言いたいことた

くさんあるのだ。それここで言ったらまずいから

言わないけれども、ただしっかりしてもらわなけ

れば困るというの。わかるでしょう。幾らやって

も今回こうなったのだから、否決されてしまった

のだから。否決されたから暫定予算つくって、何

とかこっちからすればうまく逃げれるのではない

かという予算つくったのかと思わさる部分もある

けれども。ないわけではないのだ。苦労している

から余り言わないけれども、そうとられないよう

にちゃんと見える町政をやってください、これか

ら。困ったら正副に相談すればいいでしょう。も

のというのはそういうものでしょう。人間困った

ら誰だって相談する人いるのだ。みんないるでし

ょう、自分に何かあったとき。そして、知恵をか

りて立ち直ったり、一人で苦しめば余計おかしく

なるのだから。そういうものなのだ。議会なのだ

から。管理職の世界でないのだから。そのために

議会あるのでしょう、町民の代表で。それでお互

い議論しながら、いい町をつくっていくというの

が町政でないですか。違いますか。それがそうい

うふうに見えないことばかりやってきたから、こ

ういうことになってしまった。反省しているか、

反省していないかよくわからぬけれども、これか

らずっとまた行動を見ていこうと思う。そうでし

ょう。何かあったら指摘してください。そういう

ふうになるようなことになってしまったのだか

ら。町長になってから４年間何やりましたか。明
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るい話何もないでしょう、不祥事ばかり起こして。

その始末もまだしていなくて。そこをきちんとし

てもらわなかったら困るよというのだ。わかるで

しょう。そういうものなのだ、世の中というのは。

何も議会と対立するのでないのだから。ちゃんと

やれば対立なんかならない。やらないから議員に

も指摘されるでしょう。 

 今これだけ言っているのは、自分ももう10期も

やってきて、こんな事件起きたのが情けないのだ。

だから、ちょっと今せっかくの機会だから話しし

ただけなのだ。そういうことですから、再度せっ

かくの本会議ですから、もう一回きちんと議員に

説明してください。 

〇町長（嶋  保君） 16番、安宅議員の再度の

ご質問、ご提言等でございました。 

 いろいろなご心配をいただき、アドバイスもい

ただいたというふうに思っております。私どもも

先ほど来申し上げてございますが、この暫定予算

を提案せざるを得なかったという部分につきまし

ては、まことに申しわけなく思っております。そ

ういった中では、町民生活の支障にならないよう

しっかりとこの暫定予算を可決していただき、そ

してまた一日も早い本予算を提案していきたいと

いうふうに考えてございます。これらを含めて、

ご提言等をいただいた部分今後の行政運営にしっ

かりと生かしていきたいというふうに思ってござ

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、議案第23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。 

（「あり」の声あり） 

 まず、原案に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

〇18番（吉田浩一君） 暫定予算の提案を受けま

して討論いたしたいと存じます。 

 さて、このたびの平成26年度の一般会計の予算

案否決における影響、それははかり知れないもの

があると考えております。年度末ということで社

会一般の行事としても歓送迎会もあるでしょう

が、今回の余波で中止されたところもあると聞き

及んでおります。事業者側から見ればこれらの会

合がなければ見込んでいた売り上げが減ってしま

うだけでなく、仕入れたものを捨てるという単に

売り上げがなくなっただけでなく、逆に損失が出

てしまったところもあるのではないかと考えてお

ります。そして、当然でしょうが、町広報の印刷

のやり直し、そして時間のないところでの作業を

しなければならなかったのは、まさに役場職員以

外の町民の方でも寝ないで作業をしなければなら

なかった事態となってしまったことは、単に経済

的な損失というだけでなく、精神的にも肉体的に

も荷重をかけてしまったということになると感じ

ております。既にその影響が出ていると推測して

いますが、本当の影響は４月１日からであり、そ

れがどんな影響となるのかはまさに予想がつかな

いことではありますが、ボディーブローのごとく、

また真綿で首を絞めるがごとく遅くなれば遅くな

るほど深刻な状況に陥ることだけは想像ができま

す。各団体に対する補助金がなければ各団体の総

会も開催できない。また、広報を配布している各

区会の役員さん方にも多大なる迷惑をかけること

となります。その影響は、年齢の高い方になれば

なるほど影響が多分に出ることは十分に予想され

ます。そして、これは余市町だけにとどまらず、
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小樽を含めた広域連合や北後志の各組合議会の事

業も一部進められないということになってしまう

のかもしれませんが、特に地域として早期完成を

要望している高速道路の完成にも影響を及ぼす可

能性もあって、これによって工事の延期や期限を

過ぎた場合、余市町としてはどこにも顔向けがで

きないこととなってしまいます。答弁の中では住

民生活に支障が出ないような最低限の予算とその

事業を行うということでありましたが、住民から

してみればやはりよくわからない事態だというふ

うに感じております。 

 今回の事態を招いた要因はどこにあるのか。ま

ずは、嶋町長の行政運営のまずさがあると感じて

おります。これは、何事についても問題の先送り

となって、時間ぎりぎりでなければ提案をしてこ

ない。また、どこにその考えがあるのかというこ

ともよくわからない、パフォーマンス優先とも見

えるような行動もあったと感じています。また、

インターネット上の発言についてもいかがなもの

なのか。１年前の議会では、インターネット上の

発言によって新聞に掲載されたこともありまし

た。前回の町長選挙においては、町民は行政経験

を生かした若さと行動力に期待して嶋保と書いた

のではないでしょうか。無論若さゆえの失敗もあ

るであろうと思いますが、それを糧にして前に進

んでいってくれるであろうという期待感があった

と思います。しかしながら、現実的にはなぜ、ど

うしてと、そういうことが先行して、特に本年２

月末の第１回臨時会においての賠償金問題では全

く理解ができない、その真相にふたをするような

姿勢では議会、住民の理解も得られないと私は思

います。そして、そのときの質疑の中で私は申し

上げました。１億2,000万円もの支出をして誰も幸

せにならない、誰もよかったねとは言わないと、

そのような指摘をしております。町長がみずから

解決するという姿勢がなければ解決しない問題だ

というふうに考えております。 

 無論全ての事項において町長の行動や発言が起

因しているわけではないということも理解してお

ります。町長就任後すぐに新幹線の同意問題、そ

の翌年には職員の流用事件の問題、そして今回の

賠償金問題と突如として降って湧いたような問題

について本来的に解決しなければならない行政課

題がその都度先送りにせざるを得なかったことも

挙げられます。しかしながら、町長の信念を持っ

ての決断があれば、早期に解決できた問題もあっ

たのではないかというふうに考えております。今

ここに至っては過去のことを言ってもどうにもな

りませんが、議員として暫定予算の採決の判断を

迫られてしまったことは非常にやりきれないとい

う気持ちでいっぱいであります。今回26年度の予

算案の賛否は、議員それぞれの信念のもとに態度

をあらわした結果であり、賛成した側としても全

てに納得して賛成したわけでもなく、また反対し

た側も全て反対して反対したわけではないという

ふうに考えております。ぎりぎりの判断で賛否を

あらわした結果であって、議員おのおのがどのよ

うな背景や理由、言い分があったにせよ議員の理

解を得られなかったのは事実であって、これは町

長並びに理事者側全体としての責任があったと言

わざるを得ません。しかしながら、その結果とし

て住民が困る、将来への不安を招いたことは、こ

れも議会に責任もあるとも感じております。 

 さて、明治33年、１級町村制がしかれて以来余

市町にとって年度当初予算が否決されたのは初め

ての出来事であります。そして、原案が否決され

たことは、当然暫定予算を含め予算の組み替えが

されることを意味しており、そうなった場合原案

賛成者として原案を変えることについて同意でき

るのかと考えた場合、さらに暫定予算は予算が可

決されると同時に自動的に本予算に組み込まれる

こととなるならば、筋目からいえば難しい判断を

しなければならないとも考えます。一方、ここで

暫定予算が編成されるということは、新年度に入



－222－ 

り、当然新年度に行われる契約や仕事についてそ

れができない、またそれは事業者にとって、地元

に働く人にとっては死活問題であります。最低限

の事業は行うというような答弁がされております

けれども、先の見えない行政に対する不信感が募

っていると私は考えます。そして、サービスを受

ける権利がある住民がそのサービスを滞りなく受

けることができなくなってしまったということも

事実ではないでしょうか。原案に賛成した一人と

して、みずからの意地を通したいとも考えますが、

もし暫定予算も否決されるとするならば、これは

住民に対して顔向けができないこととなってしま

います。なぜなら、理事者側も含め議員は住民が

安心して暮らせる町を運営していかなければなら

ないという義務と責任があります。それを否定す

るということであれば、まさに議員の資質も問わ

れるというふうになると考えております。当初予

算に賛成した私にとりましては、まさに断腸の思

いではありますが、一日でも早く通常の姿に戻す

ことが今一番求められている事項だと考えており

ます。そして、賛成した、反対した議員それぞれ

にとりましても納得のいかない部分は多分にある

とは推測しておりますが、余市町の行政が崩壊す

る寸前であることだけは明らかであって、小論を

捨て、住民生活第一、住民にこれ以上の不安を与

えてはならないという一点においてこの暫定予算

につきましては賛成いたしたく、またこれが住民

に対して議会の意思表示になるというふうにも考

えております。そして、理事者側には、３カ月と

いうような答弁でありましたが、３カ月というこ

とではなくて、一日でも早く本予算の提案をお願

いして、終了させていただきます。 

〇議長（中井寿夫君） 他に討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより議案第23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23号 平成26年度余市町一般会

計暫定予算は、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、決議案第１号 

 事務検査に関する決議を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇４番（藤野博三君） ただいま上程されました

決議案第１号 事務検査に関する決議について、

その提案理由のご説明を申し上げます。 

 余市町労働福祉会館における転落事故につきま

しては、現在所管の総務文教常任委員会で調査が

進められてきておりますが、今後事故の究明、責

任の明確化、再発防止等を目的に、地方自治法第

98条第１項に基づく検査の権限を総務文教常任委

員会に付与すべく議会の議決を求めるものであり

ます。 

 なお、各議員のお手元に議案が配付されており

ますので、議案の朗読につきましては省略させて

いただきます。 

 以上、決議案第１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。 

 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。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、決議案第１号については委員会の付託
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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。 

 これより決議案第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、決議案第１号 事務検査に関する決議

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ありましたように、日程第

14、意見案第１号 「情報・コミュニケーション

法（仮称）」の早期制定を求める要望意見書、日

程第15、意見案第２号 住民の安全・安心を支え

る「国の出先機関」の拡充を求め、「公務の民営

化・独立行政法人化・業務委託化」に反対する要

望意見書、日程第16、意見案第３号 ウイルス性

肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める要望

意見書、日程第17、意見案第４号 食の安全・安

心の確立を求める要望意見書、日程第18、意見案

第５号 労働者保護ルール改悪反対を求める要望

意見書、日程第19、意見案第６号 地方自治体の

臨時・非常勤職員の待遇改善と雇用安定のための

法整備に関する要望意見書、日程第20、意見案第

７号 農地中間管理機構設置に関する要望意見

書、日程第21、意見案第８号 ＪＲ北海道の安全

輸送体制確立に向けた財政支援強化を求める要望

意見書の以上８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14ないし日程第21を一括議題と

いたします。 

 お諮りいたします。一括議題の意見案第１号な

いし意見案第８号につきましては、いずれも提出

者の説明及び委員会付託を省略することにいたし

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、提出者の説明及び委員会付託は省略す

ることに決しました。 

 別にご発言がなければ、まず意見案第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、意見案第１号 「情報・コミュニケー

ション法（仮称）」の早期制定を求める要望意見

書は、原案のとおり可決されました。 

 次に、意見案第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、意見案第２号 住民の安全・安心を支

える「国の出先機関」の拡充を求め、「公務の民

営化・独立行政法人化・業務委託化」に反対する

要望意見書は、原案のとおり可決されました。 

 次に、意見案第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、意見案第３号 ウイルス性肝炎患者に

対する医療費助成の拡充を求める要望意見書は、

原案のとおり可決されました。 

 次に、意見案第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） 
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 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第４号 食の安全・安心の確立

を求める要望意見書は、原案のとおり可決されま

した。 

 次に、意見案第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、意見案第５号 労働者保護ルール改悪

反対を求める要望意見書は、原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、意見案第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、意見案第６号 地方自治体の臨時・非

常勤職員の待遇改善と雇用安定のための法整備に

関する要望意見書は、原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、意見案第７号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第７号 農地中間管理機構設置

に関する要望意見書は、原案のとおり可決されま

した。 

 次に、意見案第８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、意見案第８号 ＪＲ北海道の安全輸送

体制確立に向けた財政支援強化を求める要望意見

書は、原案のとおり可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第22、意見案第９号 

 災害時多目的船の導入を求める要望意見書を議

題といたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、提出

者の説明を省略することに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、提出者の説明は省略することに決しま

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。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、意見案第９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。 

 これより意見案第９号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案は、原案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、意見案第９号 災害時多目的船の導入

を求める要望意見書は、原案のとおり可決されま

した。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第23、意見案第10号 

 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技
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大会に向けた環境整備及び地域における取り組み

への支援を求める要望意見書を議題といたしま

す。 

 お諮りいたします。本案につきましては、提出

者の説明を省略することに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、提出者の説明は省略することに決しま

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。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、意見案第10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。 

 これより意見案第10号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案は、原案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、意見案第10号 2020年東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会に向けた環境整備及

び地域における取り組みへの支援を求める要望意

見書は、原案のとおり可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第24、閉会中の継続

審査調査申出について。 

 各常任委員会並びに議会運営委員会の委員長か

ら、目下委員会において審査調査中の事件につき、

会議規則第74条の規定により、お手元に配付いた

しました申し出のとおり閉会中の継続審査調査の

申し出があります。 

 お諮りいたします。各委員長から申し出のとお

り、閉会中の継続審査調査に付することにご異議

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、各委員長からの申し出のとおり閉会中

の継続審査調査に付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26年余市町議会第１回定例会

を閉会いたします。 

閉 会 午後 ６時１０分 
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