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平成２６年余市町議会第３回定例会会議録（第４号）

開 議  午前１０時００分 

閉 会  午後 ３時３０分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２６年９月１６日（火曜日）      

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開 議             

平成２６年９月１９日（金曜日）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 

  保 健 課 長  須 藤 明 彦 

  環 境 対 策 課 長  前 坂 伸 也 

  経 済 部 長  飯 野 徹 郎 

  農 林 水 産 課 長  堀 内   学 

  商 工 観 光 課 長  小 林 英 二 

  経 済 部 参 事  細 山 俊 樹 

  建 設 水 道 部 長  柳 田 義 孝 

  建 設 課 長  亀 尾 次 雄 

  まちづくり計画課長  滝 上 晃 一 

  下 水 道 課 長  近 藤   勉 

  水 道 課 長  久 保   宏 

会計管理者（併）会計課長  岩 戸 宏 平 

  農業委員会事務局長  高 橋 良 治 

  教    育    長  中 村 寿 仁 

  学 校 教 育 課 長  小 俣 芳 則 

  社 会 教 育 課 長  松 井 正 光 
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  選挙管理委員会事務局長  小 林 広 勝 

  監 査 委 員 事 務 局 長  澤 辺 成 徳 

〇事務局職員出席者            

  事  務  局  長  杉 本 雅 純 

  議 事 係 長  越 智 英 章 

  庶 務 係 長  枝 村   潤 

〇議 事 日 程            

      議長の諸般報告          

  第 １ 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 ２ 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         

  第 ３ 議案第 ５号 余市町過疎地域自立 

      促進市町村計画について      

  第 ４ 議案第 ６号 平成２５年度余市町 

      水道事業会計未処分利益剰余金の処 

      分について            

  第 ５ 議案第 ７号 北海道市町村職員退 

      職手当組合規約の変更について   

  第 ６ 議案第 ８号 工事請負契約の締結 

      について（平成２６年度公共下水道 

      余市下水処理場監視制御設備更新工 

      事）               

  第 ７ 議案第 ９号 余市町重度心身障害 

      者及びひとり親家庭等の医療費の助 

      成に関する条例の一部を改正する条 

      例案               

  第 ８ 議案第１０号 戸籍事務の電算化に 

      係る契約の締結について      

      行政報告             

  第 ９ 議案第１１号 平成２６年度余市町 

      一般会計補正予算（第４号） 

  第１０ 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   

  第１１ 意見案第１号 軽度外傷性脳損傷に 

      かかわる周知及び労災認定基準の改 

      正などを求める要望意見書     

  第１２ 意見案第２号 「ゆきとどいた教育」 

      の前進を求める要望意見書     

  第１３ 意見案第３号 電力料金再値上げの 

      撤回を求める要望意見書      

  第１４ 意見案第４号 土砂災害対策及び治 

      水対策の促進を求める要望意見書  

  第１５ 意見案第５号 特定複合観光施設区 

      域の整備の推進に関する法案に反対 

      する要望意見書          

  第１６ 意見案第６号 「危険ドラッグ（脱 

      法ハーブ）」の根絶に向けた総合的 

      な対策の強化を求める要望意見書  

  第１７ 意見案第７号 義務教育の機会均等 

      の確保と教育予算の確保・拡充を求 

      める要望意見書          

  第１８ 意見案第８号 奨学金制度の充実を 

      求める要望意見書         

  第１９ 意見案第９号 外形標準課税適用拡 

      大など中小企業への増税に反対する 

      要望意見書            

  第２０ 意見案第１０号 魅力ある地方都市 

      の構築へ向けた施策の推進を求める 

      要望意見書            

  第２１ 意見案第１１号 介護保険制度、子 

      ども・子育て支援新制度に係る予算 

      の充実・強化を求める要望意見書  

  第２２ 意見案第１２号 核廃棄物の最終処 

      分地建設に反対する要望意見書   

  第２３ 意見案第１３号 所得税法第５６条 

      の廃止を求める要望意見書     

  第２４ 意見案第１４号 「高校・大学教育 
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      の無償化」の前進を求める要望意見 

      書                

  第２５ 意見案第１５号 「新たな高校教育 

      に関する指針」の前進を求める要望 

      意見書              

  第２６ 意見案第１６号 オスプレイの配 

      備、全国への訓練地拡散に反対する 

      要望意見書            

  第２７ 請願第 １号 余市町議会議員定数 

      削減に関する請願書        

  第２８ 閉会中の継続審査調査申出について 

開 議 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから平成26年余

市町議会第３回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。 

 なお、安宅議員は所用のため欠席の旨届け出が

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。 

〇議長（中井寿夫君） 昨日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から

の報告を求めます。 

〇４番（藤野博三君） 昨日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

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、意見案16件、閉会中の継続審

査調査申出について、他に議長の諸般報告並びに

行政報告であります。 

 なお、日程の割り振りにつきましては、議員各

位のお手元に日程表が配付されておりますので、

省略させていただきます。 

 さらに、内容につきましてご報告申し上げます。 

 日程第９、議案第11号 平成26年度余市町一般

会計補正予算（第４号）につきましては、即決に

てご審議いただくことに決しました。 

 日程第11、意見案第１号 軽度外傷性脳損傷に

かかわる周知及び労災認定基準の改正などを求め

る意見書ないし日程第26、意見案第16号 オスプ

レイの配備、全国への訓練地拡散に反対する要望

意見書、以上意見案16件につきましては、議員発

議でありますので、それぞれ即決にてご審議いた

だくことに決しました。 

 なお、意見案第１号ないし意見案第８号につき

ましては、一括上程の上、ご審議いただくことに

決しました。 

 日程第28、閉会中の継続審査調査申出について

であります。 

 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） 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、意見案16件、閉会中の

継続審査調査申出についてと行政報告を本日の日

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、意見案16件、閉会中の継続

審査調査申出についてと行政報告を本日の日程に

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） この際、諸般の報告をい
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たします。 

 委員の派遣についてご報告申し上げます。会議

規則第73条の規定に基づき、産業建設常任委員会

より10月14日から17日までの４日間、広島県竹原

市、山口県長門市に、民生環境常任委員会より10月

21日から24日までの４日間、長崎県佐々町、福岡

県宮若市にそれぞれ所管事務調査にかかわる行政

視察のため委員の派遣要求があり、これを承認い

たしましたので、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、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１、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２、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１ないし日程第２を一括議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇民生部長（澤谷栄治君） ただいま一括上程さ

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につきまして、その提案理

由をご説明申し上げます。 

 地方分権改革の推進を踏まえ、地方自治体に対

する事務処理、またはその方法の義務づけ、枠づ

けを見直し、さらに地方分権を推進するため地域

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が第３次

一括法として施行され、これにより介護保険法が

改正されたことに伴い、これまで国が一律に定め

ていた指定介護予防支援に係る人員、施設設備な

どの運営に関する基準、さらには地域包括支援セ

ンターの人員や運営に関する基準等についても地

方自治体がこれを条例で定めることとされたとこ

ろであります。 

 本町における条例制定の基本的な考え方でござ

いますが、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、さらに省令で定

める基準を参酌するとされている基準につきまし

ては省令のとおり規定することを基本とし、一部

条項についてさらなるサービスの向上に向けて独

自の基準を規定してございます。 

 初めに、議案第３号について提案文を朗読いた

します。 

 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。 

 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

条例を次のとおり制定する。 

 平成26年９月16日提出、余市町長、嶋  保。 

 議案第３号についてその概要をご説明申し上げ

ます。第１章、総則といたしまして、第１条に条

例の趣旨、第２条に基本方針、第３条には指定介

護予防支援事業者の申請者の要件について規定し

ております。 

 第２章には人員に関する基準として、第４条、

第５条として従業者の員数や事業所における管理

者の条件を規定しております。 

 第３章の運営に関する基準といたしまして、第

６条の内容及び手続の説明及び同意から第29条、

会計の区分までについては、省令のとおり規定い
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たしております。 

 なお、第30条の記録の整備に関する条項につき

ましては、省令において指定介護予防支援事業者

は、指定介護予防支援の提供に関する記録を整備

し、その完結の日から２年間保存しなければなら

ないとなっておりますが、公費過払いの場合の返

還請求の消滅時効は地方自治法第236条第１項の

規定により５年となっていることから、本町が独

自に設ける基準として指定介護予防支援事業者が

利用者に対する介護予防支援の提供に関する記録

の保存期間は５年間と定めることとした次第でご

ざいます。 

 第４章の介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準といたしまして、第31条から第33条

までそれぞれ指定介護予防支援の基本取り扱い方

針、具体的取り扱い方針、介護予防支援の提供に

当たっての留意点について規定いたしておりま

す。 

 第５章には基準該当介護予防支援に関する基準

といたしまして、第34条に準用する条項や法令に

よる読みかえ規定を規定しております。 

 第６章、雑則といたしまして、第35条について

は規則への委任に関する規定でございます。 

 続きまして、議案第４号について提案文を朗読

いたします。 

 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。 

 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を次のとおり制定する。 

 平成26年９月16日提出、余市町長、嶋  保。 

 議案第４号についてその概要をご説明申し上げ

ます。議案第４号につきましては、第１条ないし

第２条に条例の趣旨並びに用語の定義、第３条な

いし第４条においては地域包括支援センターの人

員及び運営に関する基準を規定してございます。

なお、第５条については、規則への委任に関する

規定でございます。 

 以上、議案第３号並びに議案第４号につきまし

て提案理由のご説明を申し上げましたので、よろ

しくご審議の上、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。 

 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。 

 お諮りいたします。一括議題の議案２件につき

ましては、さきに議会運営委員会の委員長から報

告のありましたように、民生環境常任委員会に閉

会中といえども審査、調査のできますことをつけ

加えて、付託申し上げ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、一括議題となっております議案２件は、

民生環境常任委員会に閉会中といえども審査、調

査のできますことをつけ加えて、付託申し上げる

ことに決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第３、議案第５号 余

市町過疎地域自立促進市町村計画についてを議題

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

議案第５号 余市町過疎地域自立促進市町村計画

について、提案理由をご説明申し上げます。 

 過疎地域自立促進特別措置法の改正により、本

年４月１日付で余市町が同法に規定する過疎地域

に指定されたところでありますが、これに伴い策

定した過疎地域自立促進のための市町村計画につ

いて議会の議決を賜りたく、本定例会にご提案申

し上げるものでございます。 

 過疎地域自立促進計画につきましては、過疎地
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域自立促進特別措置法第５条において都道府県

は、当該都道府県における過疎地域の自立促進を

図るため、過疎地域自立促進方針を定めることが

できると規定され、これを受けて第６条において

過疎地域の市町村は、自立促進方針に基づき当該

市町村の議会の議決を経て過疎地域自立促進市町

村計画を定めることができると規定されておりま

す。また、同条第２項においては、計画に掲げる

べき事項について10項目にわたり規定されており

ます。今般ご提案申し上げました余市町過疎地域

自立促進市町村計画につきましては、当該規定に

基づき策定したもので、法第５条の規定による北

海道過疎地域自立促進方針が平成22年度から平成

27年度までの計画期間であることから、本計画に

つきましても平成26年度から平成27年度までの２

年間を計画期間として道方針との整合を図ったも

のでございます。 

 本町といたしましては、過疎地域自立促進特別

措置法が過疎地域の自立促進を図り、もって住民

福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美

しく風格ある国土の形成に寄与することを目的と

して制定されたことを踏まえ、計画策定による財

政上の優遇措置等の積極的な活用により、地域の

活性化を図ってまいりたいと存じます。 

 それでは、議案を朗読いたします。 

 議案第５号 余市町過疎地域自立促進市町村計

画について。 

 過疎地域自立促進特別措置法第６条の規定に基

づき、余市町過疎地域自立促進市町村計画を次の

とおり提出する。 

 平成26年９月16日提出、余市町長、嶋  保。 

 以上、議案第５号について提案理由をご説明申

し上げましたので、よろしくご審議の上、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。 

 議事の取り扱い上、暫時休憩します。 

休憩 午前１０時１８分 

再開 午後 １時００分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 なお、近藤議員は所用のため午後より退席の旨

届け出がありましたことをご報告申し上げます。 

 議案第５号についてこれより質疑を行います。 

〇18番（吉田浩一君） これを提出するというこ

とになるのでしょうけれども、ずっとさっき見て

いて、あれと思ったところがあるのですけれども、

17ページです。交通体系の整備、情報化及び地域

間交流の促進ということで、現状と問題点という

ことがあって、そこのところに表の３―２、主な

町道ということでずらずらずらと道路名が書かさ

っているのですけれども、都市計画街路というの

かな、これが載っているやつと載っていないやつ

があるのではないかなと思うのです。路線名でい

うと八幡線、旭通、河口港線、旭線はこの17ペー

ジの３―２の表でいったら16になるのかなという

のがちょっとわからないのだけれども、河口港線

は途中で切れています。現状途中までつくって、

途中で切れている。八幡線は、高速道路から要す

るに登街道に落とすための道路、そしてそれに続

く旭線というのがそれに続いて、最終的には旭中

学校の国道５号線のところで高架でおろすという

ふうに図面上はなっています。これは、都市計画

道路で一旦決めたはずですから、そこから外れた

のかどうか、私は外れたというふうな認識はない

のだけれども、なぜそれが載っていないのか。こ

れは、あくまでもこれから整備をかけるというこ

とであればそういう道路だって、特に八幡線に関

しては高速道路からの導入路という問題があるの

で、これが落ちているということであれば非常に

いかがかなと思うのです。そのほかそういうよう

な視点で見ていったら、あそこもない、ここもな

いとかというふうになってくるのかもしれないの
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だけれども、その辺の考え方というか、それはど

うしてこういうふうになっているのかお尋ねいた

します。 

〇建設課長（亀尾次雄君） 18番、吉田議員のご

質問にお答えしたいと思います。 

 まず、この１点目の八幡線の関係でございます、

街路の。これにつきましては、確かに都市計画決

定されて街路名は一切変わっておりません。この

中で、ただ町道として今認定している路線ではこ

こは水田の沢線という形になっておりますので、

これが高速道路の事業等により道により接続とい

うことで、道のほうで工事をするような形になっ

ております。それによりまして今回そういう形で

は現在の部分では路線的に載っておりません。 

 そしてあと、旭線につきましては、都市計画街

路決定で国道をオーバーしていく決定になってお

りますけれども、今現在町道として認定受けてい

ますのが登川線、道道から旧登川までの区間とな

っております。 

 このほかにも例えば街路名とか部分的に町道名

かなり抜けていると思いますけれども、これにつ

きましては余市町の町道といたしましては491路

線ございます。その中で主な町道ということで、

日交通量が大体おおむね300台以上の主要な路線

を載せております。それとあと、バス路線とか公

共施設があるそういう部分を載せている形になっ

ておるものですから、そこら辺でご理解願いたい

と思います。 

〇18番（吉田浩一君） それは道のほうでやるか

ら名前が違うのだということの説明というふうに

受け取ったのだけれども、そうなのですか。自分

はそういう認識なかったのだけれども。新たに道

路をつくるというような認識だと。 

 そして、ここにあったのはあくまでも主な１日

300台以上の道路だよと、その道路を出したのだと

いうことであれば、それでは河口港線は途中まで

つくって、あそこ１日300台あるとは思わないけれ

ども、あれだって都市計画道路で認定しているの

ですよね。であれば、それは何らかの形によって

将来的に外さなければならないという問題も出て

くるのだろうけれども、その辺が納得できるよう

な、納得できないような感じなのだけれども、水

田の沢線が八幡線になりますというのは今まで聞

いたことはないのだけれども。過去にそういう説

明とかしていましたか。それでちょっとお願いし

たいと思います。 

〇建設水道部長（柳田義孝君） 18番、吉田議員

からの再度のご質問でございます。 

 今の路線名の関係でございますが、ここに一覧

表載せていただいているのはあくまでも課長のほ

うからご答弁申し上げましたように主な町道とい

う形で、町道として認定された路線名でございま

す。先ほどご質問いただいております八幡線とい

うのは、街路決定された中でも街路名はついてお

りますが、まだ未整備という形で、そこが今後整

備された段階で町道認定と、そういう形になると

いうふうに考えております。 

 それと、先ほど申し上げました河口港線、これ

は街路決定されて、一部供用開始されております。

これにつきましても先ほど課長のご答弁させてい

ただいておりますが、日交通量の関係でその主な

町道と、認定された町道という形で一覧表として

提示させていただいている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。 

〇９番（彫谷吉英君） 余市町過疎地域自立促進

計画のこの冊子も、先ほどの余市町議会提出資料

においても過疎地域自立促進特別措置法の第１

条、この法律は、人口の著しい減少に伴って地域

社会における活力が低下し、生産機能及び生活環

境の整備等が云々と、こうありまして、これの第

３条、過疎地域自立促進のための対策の目標とい

うことに第１条の目的を達成するため地域におけ

る創意工夫を尊重し、次に挙げる目標に従って推

進されなければならないと。それの最初の１項目
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には、産業基盤の整備、農林漁業経営の近代化、

中小企業の育成、企業の導入及び起業の促進、観

光の開発等を図ることにより産業を振興し、あわ

せて安定的な雇用を増大することと、こういうふ

うに１番目にありまして、次に第６条には、提出

の資料にも載っていますが、地域の自立促進の基

本方針、２番目に農林水産業、商工業ほか観光開

発に関する事項と、こういうふうに１番目に載っ

ておりますが、それと12条はこれは地方債のこと

について書いてあります。 

 それで、人口の減が著しいということで地域の

低下があるということなのですが、今の余市町の

計画には商工業、それから他町村でも特に力を入

れている商業の振興、それから企業の誘致、この

対策が全然うたわれていなくて、内容はそれぞれ

分かれておりますが、分かれているという意味は

農林業、計画の中に交通とかとこうやって分かれ

ておりますが、結局その計画の中にも、提出資料

の26年度対象事業拡充予定にも一切この人口減

少、要するに人口増をするような直接的な拡充予

定、計画がないように見受けられますけれども、

産業の中の特に商工業、商業の振興、観光の振興

についてなぜこういうふうにないのか、それをま

ず質問したいと思います。 

〇企画政策課長（盛 昭史君） ９番、彫谷議員

のご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、この計画書総体についてでございますが、

先ほど協議会の中でご説明申し上げましたとお

り、既に決定をされております第４次余市町総合

計画、これの内容をベースに策定したものだとい

うことで、まず１点それが基本でございます。 

 ご質問のありました産業でございますが、計画

書の11ページ以降に産業の振興について現況と問

題点、さらにはその対策、（３）、計画と、その

３点にわたって記載をしておりますが、これにつ

きましても第４次余市町総合計画で既に位置づけ

られてあるものを基本に記載をしてございます。

したがいまして、第４次余市町総合計画につきま

しては、本年度で前期の実施計画が終わって、た

だいま中期の見直しをかけております。当然総合

計画策定時には私どもの町過疎の指定を受けてお

りませんで、今日過疎の地域指定を受けたことに

よって、それらの視点を盛り込んだ中で計画の見

直しもやはり必要になってくるだろうと考えてお

ります。 

 したがいまして、この市町村計画そのものにつ

きましては、新たな事業、また新たな考え方につ

きましては、第４次総合計画の中期見直しの中で

位置づけた上、議会にもお諮りをいたしまして、

そこで整理がついたものについてこの過疎計画の

変更という形でまた適宜の時期に提出をいたした

いと。あくまでも今般提出いたしましたものは、

既に第４次余市町総合計画において位置づけがな

されているもの、それを掲載したということでご

理解をいただきたいと存じます。 

〇９番（彫谷吉英君） 当然４次総合計画から過

疎指定になってからの見直しはまず見直すという

ことでは理解できました。 

 それで、今般出されております提出資料等で、

先ほどから言っておりますあえて抜いているのか

と思われるくらい前の４次に沿っているのですけ

れども、12条は出ていますけれども、第３条、対

策の目標です。目標にも先ほどから言っている１

番、中小企業の育成、企業導入、起業の促進、観

光の開発を図るとか、こういうふうにちゃんとう

たっていますので、これに沿ってやっていただき

たいと、こういうふうに逆に思うわけです。 

 それと、第６条の市町村の計画にも農林水産商

工業と、これみんな大事なもの１から十まで第６

条もありますけれども、考え方、なぜ過疎になっ

たかということ、これを十分考えていただいて、

人口減少で、第４次にしてもでは維持できたので

すか、第４次総合計画も。人口が維持できたので

すか、この４年間で。減ってきているわけでしょ
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う。だから、きょうはこの過疎だけですので、そ

れ以外の税収、これの問題は言いませんけれども、

そういうのでみんな人口が減ることによって非常

に町の財政がゆるくなくなってくるわけです。そ

れと、商店街にしても、いわゆる産業です、これ

のほうも。ですから過疎地域になって、過疎特別

措置法でそれを何とか地域自立できるための促進

ですので、それを十分に頭に入れてもらって計画

してもらわないと、４次計画そのものを変更して

も結果的にまた総合計画のとおりにいくという

か、多少の手直しではなかなか回復していくのに

はゆるくないと思います。 

 それで、こっちの過疎の自立促進のほうも大事

ですけれども、これは道も国も言えない話は、余

市町は今２万何百人ですけれども、過疎になった

ということからいうと何とか２万を切らないとい

うような一つの覚悟を聞かせてもらいたいです。

それによって、だからこれからの過疎促進特別措

置法を利用させてもらって、２万を切らない政策

をとるのだというような目標がなければ、またこ

れも何かいつの間にか人口は減ってきたわ、借金

だけはまたふえたわではちょっと後々響いてくる

のでないかなと、こういうふうに思うわけです。

ですから、私が今言ったような、また法律にある

ような３条、それから６条、これを十分に頭に入

れてもらって、これからの計画に生かしてもらい

たいなと、こういうふうに思うわけです。 

〇町長（嶋  保君） ９番、彫谷議員からの再

度のご質問に答弁させていただきます。 

 この過疎の自立促進計画という部分、先ほど担

当課長から答弁いたしました。これにつきまして

は、今年度につきましては第４次総合計画にのっ

ているものについて、それをこれに当てはめてい

ったという部分もございます。そういった中で、

今見直しもさせていただいているところでござい

ます。そして、先日の一般質問の中でも答弁させ

ていただきました。私は、議員ご指摘のとおり、

人口減少という部分非常に大きく捉えているとこ

ろでございまして、この過疎指定、財政的な有利

な面はございますが、この過疎に指定されたとい

う部分はやはり厳粛に受けとめなければならない

というふうに思ってございまして、一般質問の答

弁でもさせていただきましたが、この人口減少問

題、これにつきましては今私たちが組織として最

重要課題として取り組んでいかなければならない

という認識を持ってございます。そういった中で

は、これもやはり多方面に経済分野、農林水産業

の振興、商工業の振興、観光の振興、そしてまた

民生部門、子供、子育ての部分等、いろいろな多

岐にわたった部分もございますので、それら見直

しの中でしっかりと系統づけた体系をして、申し

上げたとおり限られた財源でございますが、選択

と集中という部分、時期を失しないような形の中

でそういった人口減対策に取り組まなければなら

ないと思ってございますし、今２万を切らないと

いうのがご提言ございましたが、それがいいのか

は別にいたしまして、しっかりとした目標を持っ

て、ただこういう施策だけをやりますよだけでは

なくて、このためにここに向かってこうしますよ

という形の中でのしっかりとした目標を持って当

たっていかなければならないというふうに思って

おりますので、ご理解のほどをよろしくお願い申

し上げます。 

〇９番（彫谷吉英君） 見直すということではよ

くわかりました。 

 それで次に、口先だけでなくて、やる重点政策

と予算、これを密着させてもらうということは、

例えば６次産業の推進、または商店街対策といっ

たってゼロがちょっと違うのです。大風呂敷を広

げたが、予算は100万円しかないとか、いつの間に

か何かの3,000万円は決めました、そういうふうで

なくて、言っていることとやるという重点、だか

ら今の人口増対策にしても人口対策の予算が

100万円とかというのではなくて、予算もきちんと
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つけて重点対策やってもらいたいと思います。そ

ういうことで、政策と予算、これをきちんとこれ

からも明示してもらいたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） ９番、彫谷議員の再度の

ご質問に答弁させていただきます。 

 先ほども答弁申し上げました。この人口減少問

題最重要課題として取り組むということは、一般

質問等を含めて答弁させていただいております。

もちろん予算と事業というのはリンクするのが当

然でございます。そういった中で、これらにつき

ましても限られた予算でございます。そういった

中では、私が大風呂敷広げて、ここで何を幾ら、

何千万円やりますという形でなくて、所管委員会

にもいろいろご審議もいただきながら、そこでお

知恵もかしていただきながら、そういった中での

選択と集中という中でどこにどの部分をしっかり

とやっていけばいいのかという部分をお示ししな

がら、そして原案ができた段階でまた所管委員会

等にも協議していきたいというふうに考えてござ

います。 

〇５番（溝口賢誇君） 私のほうから何点か、こ

れは総務常任委員会の中でもやるべきことだけれ

ども、きょう即決ということで、あえて質問させ

ていただきます。 

 ソフトの面で、基準財政需要額と財政力指数が

算式によって8,360万円という金額が出されてお

ります。これは、基本限度額満度だという考えで

おりますけれども、この満度額を要求してこれだ

けのお金を余市町としては申請するのか、そこが

まず１つです、ソフト面で。 

 それと、ハード面で、この中にハードの面も上

がっておりますけれども、ハード面の金額という

のはどのように考えたらいいのか。そこの答弁も

ひとつよろしくお願いします。 

 それと、ソフト面の8,360万円に対してこのソフ

トの事業、全部上がってきている事業どの事業に

充てられるのか。これで足りないと思うのです。

それで、どの事業に充てられるのか。 

 今回余市町初めての過疎地指定になって、初め

ての事業でありますから、私のほうもよくわかり

ませんけれども、町のほうも初めてのことだから、

今回は26年度予算の中からこれに該当になるもの

を拾い上げて、上げてきたと思うのですけれども、

26年、27年、２年間の計画で上げていると思うの

ですけれども、先ほどの協議会の中でちょっとそ

のことも追加のことはまたありますというような

ことがあったけれども、事業計画として再度27年

度に新たというか、追加の部分はどのような内容

で上げてこられるか。先ほど盛課長のほうから総

合計画の中で中期計画において見直しするところ

に過疎対策に対しての考え方を一緒にやりますと

いうことがありましたけれども、過疎対策という

のは総合計画の中でやらなかったらだめなのか、

だめでないのか。新たに事業を考えて提案し、過

疎債を使うという、その中で中期でも次の総合計

画の中でそれを取り入れた中の総合計画であって

もいいと思うのですけれども、その辺の考え方。 

 それと、余市町が過疎指定になりましたと。地

場産業の振興に資する施設という項目もあるので

すけれども、民間企業の活性化に向けた中で余市

町はみずからの過疎債の申請に当たって民間企業

にどのようなＰＲをして過疎債適用になることを

知らせをしたか、その辺の取り組みはどんなふう

になっているか、その辺をちょっと答弁願います。 

 まず、そのことについて答弁願います。 

〇財政課長（山本金五君） ５番、溝口議員から

財政に関する部分の３点ほどかと存じますけれど

も、私のほうからご答弁申し上げます。 

 まず、１点目のソフト事業に関する部分の限度

額の関係でございます。これにつきましては、現

在の試算では8,360万円ということで、これが一応

限度額でございます。ただ、これにつきましても

充当率100％ではありますが、事業の実施の関係が

ございますので、これから北海道とも協議してい
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く中でこれを上回る形の要望、ぴったり8,360万円

というわけになかなかまいりませんので、現在一

般財源で充当している事業の中からこの起債に充

当可能なものにつきましては、北海道とも協議し

てまいりたいと思います。ソフトに関する部分に

ついては8,360万円でございます。 

 次に、ハード事業の部分でございます。ハード

事業の部分につきましても、基本的には先ほどご

説明申し上げました第12条に記載されている事業

については起債の対象となります。これは、ソフ

トとはまた別な査定になるところでございます。

ですから、これらの事業につきましても一定の条

件がございます。俗に言う修繕的なものというの

は難しい状況でございますので、そのあたり起債

の対象となるものにつきましては、また北海道の

ほうとも協議した中で申請可能なものについては

検討してまいりたいというふうに考えてございま

す。 

 あと、どのような事業がこれに該当してくるの

かというようなご質問かと存じますが、この件に

つきましては個別の起債計画につきましては今後

また北海道のほうとも協議した中で精査いたし、

その内容につきましてはまた所管委員会のほうに

ご審議を賜りまして、その結果をもちまして適切

な時期に予算措置のほうを図ってまいりたいとい

うふうに考えてございますので、ご理解願いたい

と存じます。 

〇企画政策課長（盛 昭史君） ５番、溝口議員

の過疎の計画と、それから総合計画との関連とい

いますか、その手順の問題についてのご質問でご

ざいますが、まず私どもの想定している手順とい

たしましては、この過疎の自立計画につきまして

は例えば町の総合計画の議論ですとか、あるいは

予算審議の議論、こういったことで一定程度整理

のついたものをこれに登載して議決を賜って、速

やかにその時期において過疎債の申請をすると、

そういった手順を想定しているところでございま

す。今般26年、27年の事業計画書を策定いたしま

したが、27年度につきましては予算審議も当然ま

だでございますので、あるいはこの計画に包含さ

れないような事業が27年度事業に盛り込まれて、

予算審議の上、決定されるという事態もこれは想

定されるところでございます。そういった場合に

はその位置づけがなされた後の適宜の議会のとき

にこの計画の変更という形でまたご審議をいただ

いて議決をいただくと、そういった形で、基本的

には総合計画の議論なり、予算審議の議論の中で

整理がついたものについてこの計画に登載してい

くと、そういった手順を想定しているところでご

ざいますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 また、もう一つ、これらの民間事業者に対する

ＰＲということでございますが、これは今ご指摘

をいただきましたが、私ども過疎の指定につきま

しては「広報よいち」で一般的には周知をしてお

りますが、詳しい制度を民間事業者に説明という

ことはまだいたしておりません。これは、今ご指

摘をいただきましたが、今後総合計画の中期の見

直しの中で各担当課におきましても例えば経済団

体等とも協議をしながら新たな事業を構想してい

く、そういった手順にも入っていこうかと思いま

すが、その中では過疎債という新たな選択肢とい

いますか、新たな財政手段というものが選択肢が

ふえたわけでございますので、そういったことも

念頭に入れながら、この制度が有効に使われるよ

う、町内の周知は図っておりますが、さらにそう

いったことも踏まえて総合計画の中期見直しの策

定作業に取りかかって、この計画に反映していき

たいと、そのように考えてございます。 

〇５番（溝口賢誇君） ソフト事業なのだけれど

も、全額、これより多い額が来るというような今

課長からの話もありましたけれども、どのような

事業に過疎債を活用するのが適当か判断するの

が、ソフト面だよ、難しいというのが一般的町村

の中で言われていることなのです。事業の成果や
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効果を客観的に把握するのが難しいということが

あって、また何でもつけていいというものでもな

いと思うのです。後世に負担を残す後払いですか

ら。よい面としては、一般財源に余裕ができてき

て、さまざまな取り組みが充実できるというよう

ないい面もあるけれども、一方ではソフト面で借

りれば、いいのですという形で借りればそれが適

当なソフト事業に使われているかという面が判断

が難しいというのがありますから、その辺が考え

ていかなかったらだめだと思うのです。 

 今回過疎指定になって、過疎債充用できて、財

政的にちょっとやりやすくなるかなという面もあ

りますけれども、先ほど協議会の中で後に借金は

残るのですよという説明もありました。そのとお

りだと思います。だから、今後に当たっては、事

業の成果、効果がわかるような、これはソフト面

ばかりではなくてハード面に対しても考えた中の

過疎債使用というか、適用というか、そういうよ

うな使われ方がいいのでないかと思います。 

 それと、盛課長、今地場産業の振興に資する施

設ということで、過疎法の中で技能研修施設や試

験研究施設、生産施設、加工施設、流通、販売と

いうようなの中にありますので、その中でこれを

使えるのだったら町だけ早く過疎債を申請して、

町だけでなくて民間企業が、端的に言えば今りん

ごのほっぺ原料が足りないと。加工の施設もあれ

ではブドウも搾るからだめだというような、そう

いう施設にこれ該当がなれば、料金収入等による

独立採算が困難と見込める場合はその施設はだめ

ですよと、見込める場合は、これに該当するか、

しないかわからないけれども、該当しないと思う

のです。だから、自分の町だけでなくて民間企業

にも、これ９月いっぱいに出さなければならない

案件なのでしょう。それだったら道と協議した上

でというのでなくて、みずからこういうのありま

すからといって、こういう事業どうですかという

町の指導的役割というのは大事でないかなと思う

のですけれども、ことしがもう期限切れであるの

なら来年に向けた取り組み、その辺もう一度答弁

お願いします。 

〇財政課長（山本金五君） ５番、溝口議員から

再度のソフト事業、ハード事業に関する部分につ

きまして、充当事業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、１点目としましては、過疎自立のための

起債であるということが大前提になってまいりま

すので、どんな事業でもこれでいければというも

のではないというのがまず大前提でございます。

したがいまして、過疎から脱却する事業に当たる

のか、当たらないのか、それからソフトにしても

ハードにしても後年度の負担に対して十分町が耐

えられるかどうかというような内容を十分に精査

した中で事業の選択を進めながら、ただ国全体と

しての当然枠もございますので、そういった中で

は北海道とも十分協議した中で、起債充当するこ

とによって実施可能なものにつきましては積極的

に取り計らってまいりたいというふうに考えてご

ざいますので、ご理解願いたいと思います。 

〇企画政策課長（盛 昭史君） ５番、溝口議員

の再度のご質問にご答弁申し上げます。 

 議員ご指摘のとおり、この過疎の地域指定に伴

う優遇措置といいますか、これにつきましては町

が過疎債を申請するというだけではなくて、民間

事業者への支援ですとか民間事業者に町が補助金

を出したときにもその補助金が過疎債の対象にな

るなどさまざまな措置もございますし、また金融

上のさまざまな措置もあるということでございま

す。これらにつきましては、当然私どももこうい

った制度のＰＲを各民間事業者にＰＲすることは

もとよりでございますが、まずはそういった民間

の事業者と接触をする機会の多い各課、各担当課

におきましてもこういった制度の周知を図って、

この制度が有効に活用されるように取り進めてま

いりたいというふうに考えております。 
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〇４番（藤野博三君） この過疎地指定にかかわ

って税制上の問題で質問させていただきます。 

 予算委員会のときも半島振興法にかかわって地

方税の減免、それから均一課税に関することで私

質問したのですけれども、そのときは佐々木総務

部長の答弁では中小企業振興条例もあるので、そ

ういう中でやっていきたいというような答弁だっ

たと思うのです。私はそのときはそれでいいかな

と、半島振興法だけだったし。ところが、今度は

過疎地に指定されたと。ここの31条にも同じ文言

が、半島振興法と同じ文言で、特に地方税、これ

の課税の免除と不均一課税、これ税務の職員とか

番外の人に釈迦に説法でしょうけれども、その課

税を免除、減免するような措置をとりなさいと、

私はとりなさいというふうにとっているのですけ

れども、それにおいてやはり何らかのそれに対す

る減免の要綱か、それに対するそういう方針とか、

要綱になるのかな、そういうものを作成して、溝

口議員も言われたけれども、新規事業者も含めて

そういう税制上の優遇ありますよと。それは国税

に関してもあると思うのです。だから、そういう

ものを過疎地に指定されたことによって有効に事

業者に使っていただくとなれば、税制上の優遇措

置に対してもやっぱり町としては何らかの情報発

信というか、そういう事業者にこういうものも減

免措置もありますよと。例えば３年間固定資産税

75％免除になりますよとか、いろいろな方法ある

と思うのですけれども、過疎地に指定されて、そ

して今この計画を道と国に提出すると。そうなれ

ば、これが道、国にすぐに認められるかどうかそ

の辺私はわかりませんけれども、認められること

を前提にした場合、それに対する税制上の優遇措

置に対する町の何らかの動きというのは絶対必要

だと思うのです。それが過疎地の振興だと思うの

です。だから、その辺をどう考えているのか、詳

しいことはいいですので、どのような方法を考え

ているのかちょっと答弁お願いしたいと思いま

す。 

〇企画政策課長（盛 昭史君） 制度の総括的な

ことでございますので、私のほうからご答弁申し

上げます。 

 まず、過疎の地域指定に伴う税制措置、何点か

ございましたが、これにつきましてもやはりこの

計画が議決された時点で適用というふうになりま

すので、これにつきましてもＰＲ含めて計画が決

定した時点ではきちんと例えば企業誘致ですとか

そういった場合にも、非常に有利になる税制でご

ざいますので、何らかのチラシといいますか、周

知できるようなものをつくって、あるいはホーム

ページ等におきましてもこういった優遇措置が受

けられますということをＰＲしていきたいという

ふうに考えております。 

 もう一点、関連で半島振興に関してでございま

すが、これにつきましては、議員ご案内のとおり、

半島振興の税制優遇措置を受けるためには産業振

興計画というものをつくる必要がございます。こ

れは、私どもが中心になって関係課と今その作業

の準備をしているところでございます。ご理解を

願いたいと思います。 

〇４番（藤野博三君） 今ちょっと関連でありま

したけれども、半島振興のほうの計画、半島振興

法に該当する市町村はほとんどつくっているので

す、もう。私は、前回そのことを質問したのです

けれども、今回はそれだけではなくて、過疎地域

指定された。それは決して名誉なことではないの

ですけれども、指定された以上はその中の利用で

きるものは手いっぱい利用しながら、例えば産業

の振興とか人口の減少を食いとめていくようなも

の、その中では今盛課長からの説明あったとおり

減税というものもきちんと、今ホームページ等で

というようなお話もありましたけれども、成文化

して、これが国、道に認められた場合は間髪入れ

ずにぜひその辺もやってもらえばこの計画も本当

に生きてくるのかなと。そういうことですので、
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これ以上答弁ないと思いますけれども、ぜひその

辺もやっていただきたいと思いますので、これは

よろしくお願いしますという形で終わります。 

〇13番（中谷栄利君） 過疎地域自立支援という

ことで、問題はそこに生活する住民がその地域の

中で生活する上で町長の言っている安心で、そし

て住み続けてよかったと思える地域に、町にして

いくことが何よりもその手だてとしてこの施策が

生かされることが望まれることだと思います。 

 それで、この26年、27年の２カ年の計画に当初

になっていますが、第４次総合計画で落としてや

っているということなのですけれども、今町民の

中でもさまざまな住民要求がある中で、安心して

子供を産みたい、そして病気のこと、医療費の心

配もなく子育てをしていきたい、そういったさま

ざまな要求がある中で、年度、年度いろいろな団

体から住民要求が出されています。私たちも党と

しても出しています。そういった中で、この要求

の取りまとめ、そういったものが時期的にあるも

のなのか。そういった年度、年度でこういった取

りまとめ、そして意見の集中期間、そういったも

のを住民生活の中でサイクル的にそういった議案

を練り上げていく時期的なものがどのような仕掛

けで考えていけばいいのかお知らせ願いたいと思

います。 

〇企画政策課長（盛 昭史君） 13番、中谷議員

のご質問にご答弁申し上げます。 

 この年度、年度の事業、住民要求を反映した事

業立案とこの計画との関係というご質問かと思い

ますが、通常年度、年度の事業計画というのは年

の暮れに予算編成に入りますので、例えば各区会

から要望をとったりとか、そういった形で各地域

の方々からの要望を取りまとめます。それを新年

度予算の中に反映していくと、そういう流れにな

るわけでございますが、それとこの過疎計画との

関連でございますが、先ほど申し上げましたよう

に一定程度毎年の予算審議の中で予算の位置づけ

されたもの、これにつきまして実施計画に盛り込

んでいくことになりますので、例えば27年度の計

画で申し上げますと27年度の予算の中で住民要求

があって、全くこの計画にないような、この計画

に包含されないような事業が出てきた場合には、

その時点で予算の位置づけがなされた仮に例えば

その次の定例会とか、そういったタイミングでこ

の計画の変更をまた議案として提出いたしまし

て、ご審議、ご決定をいただくと、そういう流れ

になろうかというふうに考えております。 

〇13番（中谷栄利君） 予算の要求の取りまとめ

ということですから、本当に10月、11、12月の最

初のあたり、この二、三カ月の中での取りまとめ

をしていかなければならないということを考えて

よろしいのでしょうか。そこだけお願いします。 

〇財政課長（山本金五君） 13番、中谷議員から

予算編成のあり方の現在の考え方につきまして私

のほうからご答弁申し上げます。 

 まず、実務作業的な部分でございますが、今企

画政策課長からお話ありましたとおり、実際の予

算の取りまとめと申しますのはこの時期ぐらいか

ら、前後から始まりまして、最終的な取りまとめ

は12月ぐらいになります。年明け早々に査定と申

しますか、それらの中の事業の財源調整も含めた

中で行ってございますので、ただこれまでの議会

審議、それから各種会合での町民要望、それから

今課長から話ししましたとおり地域からの要望を

含めた中での編成作業になりますので、実務上の

予算編成につきましてはこのような手順になって

ございますので、ご理解願いたいと存じます。 

〇２番（吉田 豊君） 今いろいろ各議員の人が

質問したのだけれども、私ちょっとわからないの

は、新しいものが出てくれば予算に上げて、それ

を審議してもらえばいいというような、そういう

感覚でないでしょう。新規事業で該当になるもの

で、例えば製造業とか観光業だとかいろいろなも

の該当になるといったとき、ただ予算にそれ上げ
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て、やるからということでないでしょう。新たに

例えば新規で入ってくる人にはそれだけのメリッ

トがなければ来れないわけだから。そうなれば、

例えば先ほど藤野議員も言ったのだけれども、そ

れでは税の部分で何かしようかと思えば、先にそ

ういうものが来てもいいだけの受け皿をつくらな

ければだめでしょう。税のことをやるのであれば、

特例的な措置をやるとか特別な措置をするために

は必ず前もって議会にその条例とか規則を出して

こなかったら受け皿ができないでしょう。だから、

その受け皿をつくってくださいという意味だか

ら。来たからすぐ予算出して、ああ、そうですか

といっても、その受け皿がなかったら予算出され

ないわけだから。だから、もしその中で該当ある

のであれば、この後の12月の定例会でもいいから、

これにかかわるものの全てのものの条例は出して

くればいい。そうすれば受け皿ができるから、新

規で参入しようが、新たに参入しようが、いわゆ

るこの過疎対策債を使って措置ができればそれは

それでいいし、来た企業は例えば個人であろうが、

法人であろうが、５年なら５年、３年なら３年の

税の優遇措置が受けられるのだとかというものが

なければ来ないのだから。来ないということは、

最初に質問した彫谷議員が質問したのと同じ、人

口はふえないし、企業もふえないし、雇用もふえ

ないわけだから。だから、その受け皿を用意して

くださいということだから。ちょっと感覚的に私

は違っているなと思っている。 

〇総務部長（佐々木 隆君） ２番、吉田議員か

らのご質問にご答弁申し上げます。 

 確かに私どもの考えとすれば、予算に計上すれ

ばそれが過疎債適用というような考えではなく

て、確かに企業誘致等を考え合わせればやはり備

えという部分では優遇措置等の備え、先ほど藤野

議員からもご質問があったとおり、過疎地域の指

定された部分での優遇措置、さらには税制上の措

置、あるいは半島振興法に基づいて税制上の優遇

措置、これらにつきましては先ほど担当課長から

のご答弁もありましたとおり、産業の振興の計画

を策定し、さらにはそういったものの計画を策定

し、税条例の一部改正等、そういったことも準備

をしなければならないと考えてございます。そう

いった優遇措置の提供につきましても今整理をし

てございまして、議員おっしゃるとおり、早い時

期で所管等の委員会にもご説明をしながら、定例

会等に間に合うような形で条例等の一部改正等も

提案をしてまいりたいというふうに考えてござい

ますので、ご理解をいただきたいと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第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 余市町過疎地域自立促進

市町村計画については、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００分 

再開 午後 ２時１１分 
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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４、議案第６号 平

成25年度余市町水道事業会計未処分利益剰余金の

処分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25年度余市町水道事業会計

未処分利益剰余金の処分について、その提案理由

をご説明申し上げます。 

 地方公営企業法の一部が平成23年５月に改正さ

れ、いわゆる資本制度の見直しにより法定積立金

の積み立て義務が廃止され、各事業体はみずから

の判断に基づき条例、または議会の議決により利

益の処分を行うこととなりました。本町におきま

しては、毎事業年度利益が生じた場合においては、

従前の法令の規定にのっとった利益の処分を条例

による対応ではなく、議会の議決を経て対応する

という方法が適当であると判断いたしたところで

あります。このため、従前の法令の規定と同様の

処分を行うべく、その具体的な基準等については

法令において削除された内容と同様の条文を企業

規程に盛り込む整備を行い、平成25年度決算より

適用するものでございます。平成25年度決算にお

きましては、当年度純利益により前事業年度から

繰り越した欠損金を埋め、なお未処分利益剰余金

が発生したことからその一部を減債積立金への積

み立て措置を行いたくご提案申し上げるものでご

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25年度余市町水道事業会計未

処分利益剰余金の処分について。 

 平成25年度余市町水道事業会計未処分利益剰余

金を次のとおり処分することについて、地方公営

企業法（昭和27年法律第292号）第32条第２項の規

定により、議会の議決を求める。 

 平成26年９月16日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 記。 

 平成25年度余市町水道事業会計未処分利益剰余

金138万8,122円のうち10万円を減債積立金に積み

立て、残余を繰り越すものとする。 

 以上、議案第６号 平成25年度余市町水道事業

会計未処分利益剰余金の処分について提案理由を

ご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、

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） せっかくの機会ですから、

なぜ積立金を10万円としたのか、それの理由をお

聞かせください。 

〇水道課長（久保 宏君） 18番、吉田議員から

のご質問にご答弁申し上げます。 

 先ほど提案理由でもご説明申し上げましたが、

剰余金の処分につきましては従前は地方公営企業

法の適用によりまして、まず利益が出た場合、前

年度からの繰越欠損金があった場合はまずそれを

埋めて、なおかつ剰余金が出た場合にはそれを処

分するということで、法律の規定上はその剰余金

の20分の１以上を積みなさいと、法定積立金とい

うことで減債積立金に積みなさいという規定がご

ざいました。このたびの法律の改正によりまして

その部分が削除されたことにより、本町におきま

しては従前の法令の適用と同様の規定を企業規程

に盛り込んだ措置をしてございます。したがいま

して、未処分利益剰余金138万8,122円の20分の1、

単純に計算しますと６万7,000円ほどになります

が、積み立てするということで10万円単位を基本

としたいということで、６万7,000円以上の10万円

単位ということで10万円という措置を講じたとこ

ろでございます。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 
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（「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25年度余市町水道事

業会計未処分利益剰余金の処分については、原案

のとおり可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第５、議案第７号 北

海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇総務課長（須貝達哉君） ただいま上程となり

ました議案第７号 北海道市町村職員退職手当組

合規約の変更についてにつきまして、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北海道市町村職員退職

手当組合規約の変更についてにつきましては、根

室北部廃棄物処理広域連合が新たに加入すること

に伴い、北海道市町村職員退職手当組合規約別表

の変更について協議するため本案を提出するもの

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７号 北海道市町村職員退職手当組合規

約の変更について。 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第１

項の規定により、北海道市町村職員退職手当組合

規約を次のとおり変更する。 

 平成26年９月16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。北

海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更す

る規約。 

 北海道市町村職員退職手当組合規約（昭和32年

１月23日32地第175号指令許可）の一部を次のよう

に変更する。 

 別表（根室）の項中「中標津町外２町葬斎組合」

を「中標津町外２町葬斎組合 根室北部廃棄物処

理広域連合」に改める。 

 附則 

 この規約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第286条第１項の規定による総務大臣の許可の日

から施行する。 

 以上、議案第７号につきまして提案理由のご説

明を申し上げましたので、よろしくご審議の上、

ご決定を賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして規約の新旧対照

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

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号については委員会の付託を
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省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第７号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号 北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更については、原案のとおり可決

されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第６、議案第８号 工

事請負契約の締結についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇下水道課長（近藤 勉君） ただいま上程され

ました議案第８号 工事請負契約の締結につい

て、提案理由のご説明を申し上げます。 

 議案第８号の工事請負契約の締結につきまして

は、平成26年度公共下水道余市下水処理場監視制

御設備更新工事であります。余市下水処理場は、

平成元年10月に供用開始以来、適正な運転管理及

び点検整備を行い、良好な水処理に努めてまいり

ましたが、各設備の老朽化が著しく、水処理等に

支障を来すおそれがあることから、各設備の延命

化を図るべく改築更新の基本となる長寿命化計画

を作成し、緊急性の高い設備から順次整備する年

次計画により更新しております。 

 工事の内容につきましては、下水処理場に流入

した汚水は大きなごみや小石、砂を前処理施設の

沈砂池で取り除き、主ポンプにより汚水を水処理

施設の最終沈殿池に送り出します。水処理された

汚泥は、最後に凝集剤を入れて攪拌し、脱水を行

った後、場外に搬出しております。このように汚

水を水処理施設に送り出す主ポンプ及び汚泥に凝

集剤を入れて攪拌し、脱水に至る機械の監視制御

基盤の設備更新を行うものでございます。去る９

月３日に公募型指名競争入札に付し、落札により

請負業者の決定を見ましたので、議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第２条の規定により議会の議決を求めるべくご提

案を申し上げる次第であります。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第８号 工事請負契約の締結について。 

 次の工事請負契約について、議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和39年余市町条例第15号）第２条の規定によ

り議会の議決を求める。 

 平成26年９月16日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをお開き願います。 

 記。 

 １、契約の目的、平成26年度公共下水道余市下

水処理場監視制御設備更新工事、監視制御設備一

式。 

 ２、契約の方法、指名競争入札。 

 ３、契約金額、一金8,424万円也。 

 ４、工期、自平成26年９月26日、至平成27年３

月13日。 

 ５、契約者、余市町長、嶋保。 

 ６、契約の相手方、三菱プラント・大江特定建

設工事共同企業体、代表者、札幌市中央区北２条

東12丁目98番地42、三菱電機プラントエンジニア

リング株式会社東日本本部北海道支社支社長、吉

次勝治。 

 以上、上程されました議案第８号の工事請負契

約の締結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余市下水処理場

の配置図及び入札の経過を添付いたしましたの

で、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。 
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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８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、議案第８号 工事請負契約の締結につ

いては、原案のとおり可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第７、議案第９号 余

市町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費

の助成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。 

〇保健課長（須藤明彦君） ただいま上程されま

した議案第９号 余市町重度心身障害者及びひと

り親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を

改正する条例案につきまして、提案理由のご説明

を申し上げます。 

 このたびの一部改正の内容につきましては、次

代の社会を担う子供の健全な育成を図るための次

世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律

の公布に伴う母子及び寡婦福祉法の法律名の改正

により、余市町重度心身障害者及びひとり親家庭

等の医療費の助成に関する条例につきましても条

例中引用されております母子及び寡婦福祉法の法

律の名称改正とひとり親家庭等の父の定義につい

ての条文の整理における改正を行うものでござい

ます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第９号 余市町重度心身障害者及びひとり

親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改

正する条例案。 

 余市町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医

療費の助成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９月16日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町重度心身

障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関す

る条例の一部を改正する条例。 

 余市町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医

療費の助成に関する条例（昭和48年余市町条例第

26号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項第１号中「母子及び寡婦福祉法」

を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改める。 

 第２条第２項第２号を次のように改める。 

 （２）「父」とは、母子及び父子並びに寡婦福

祉法第６条第２項に規定する配偶者のない男子で

あって、生活保護法による保護を受けていない者

のうち、前号ア又はイのいずれかに該当する者で

あること。 

 附則 

 この条例は、平成26年10月１日から施行する。 

 以上、議案第９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

表を添付しておりますので、ご高覧いただきたい

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。 
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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。 

 これより議案第９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９号 余市町重度心身障害者及

びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の

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８、議案第10号 戸

籍事務の電算化に係る契約の締結についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町民福祉課長（上村友成君） ただいま上程さ

れました議案第10号 戸籍事務の電算化に係る契

約の締結について、提案理由をご説明申し上げま

す。 

 今回ご提案申し上げましたのは、平成14年の戸

籍法施行規則の改正により、戸籍事務を電子情報

処理組織によって取り扱うとの努力義務規定が設

けられ、さらに平成23年の東日本大震災における

教訓から戸籍の滅失を防止するため紙媒体で所有

している戸籍を磁気データ化し、戸籍システムと

して構築した上で納入することについて去る９月

10日に随意契約により請負業者の決定を見まし

た。総支払い額が5,000万円を超えることから、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第２条の規定に基づき議会の議決を

求めるべくご提案申し上げ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10号 戸籍事務の電算化に係る契約の締

結について。 

 次の戸籍事務の電算化に係る契約について、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（昭和39年余市町条例第15号）第２

条の規定により議会の議決を求める。 

 平成26年９月16日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 記。 

 １、契約の目的、戸籍情報のデータ作成一式、

戸籍コンピューターシステムの導入一式。 

 ２、契約の方法、随意契約。 

 ３、契約金額、総額１億1,689万9,198円。 

 ４、契約期間、自平成26年９月24日、至平成32年

９月４日。 

 ５、契約者、余市町長、嶋保。 

 ６、契約の相手方、札幌市中央区大通西６丁目

１番地、富士ゼロックスシステムサービス株式会

社営業本部公共システム営業事業部北海道支店支

店長、足立孝之。 

 以上、議案第10号 戸籍事務の電算化に係る契

約の締結についてご説明申し上げましたので、よ

ろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申

し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして戸籍事務電算化

概要及び戸籍システムの見積もり合わせ経過を添

付してございますので、ご高覧いただきますよう

お願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり
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ました。 

 これより質疑を行います。 

〇18番（吉田浩一君） 何点か伺います。 

 金額の多さに正直言って驚いています。それで、

これは随意契約ということなのですけれども、１

社しかなかったから随意契約だったのですか。こ

こに予定価格というのがあるのだけれども、当然

入札をしようとして考えていたのだろうと思うの

だけれども、だから予定価格があるのだろうと思

うのだけれども、この予定価格というのは誰が出

したのですか。どこで算出したのか。予定価格は

197万円となっています。これは誰出したのか。な

ぜこのシステムをつくるのに61カ月、いわゆる５

年ですか、５年もかかるのか。この辺がわからな

いので、答弁をお願いします。 

〇財政課長（山本金五君） 18番、吉田議員から

契約に関する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、１点目の随意契約とした理由でございま

す。このたびの戸籍の電算化に当たりましては、

現在の戸籍を確実に、円滑にまずデータ化する必

要がございます。また、今後の業務遂行に当たり

ましても同様に確実、円滑に遂行することが求め

られるものでございます。したがいまして、仕様

書の作成に当たりましては、最も最新のシステム

を精査いたし、これらの新規事業、この事業も北

海道内ほぼ全ての団体入ってございますので、事

業者が撤退してございますので、そういった中で

新規の受注が可能な業者につきまして選考いたし

てございます。まず、１点目として、本町が求め

るシステムを導入することが可能であること、２

点目としましては本業務に関してのソフトウエア

からデータ作成、サポート体制がきちんと整備さ

れていること、３点目としましては後年度の負担

についての検討がちゃんとされているというこ

と、これらの内容を受注可能な業者を選考したと

ころこの１社だけだという判断の中で、今回につ

きましては地方自治法施行令第167条の２第１項

第２号に基づきまして契約の性質、または目的が

競争に適しないものということで随意契約により

業者を選定したものでございます。 

 次に、２点目の予定価格の関係でございます。

予定価格につきましては、たとえ随意契約であっ

ても本町としましては一定の積算根拠を持った中

で設定するものでございます。この設定した中で

の今回の見積もり合わせの業者がその設定額より

も下回った場合について契約をするというような

考え方でございますので、随意契約であっても予

定価格は作成するものでございます。 

 次に、５年間ということでございますが、この

契約につきましてはまずこれからデータの作業、

現在ある紙ベースのデータをまず全てデータ化す

ると。それと同時にシステムを構築していく、そ

れから機器を導入していくというような形になり

ますので、この契約、議決をいただいた後に本契

約を業者と結びます。その後、明年の９月から本

稼働になりますので、使えるようになってから初

めて支払いは生じることとなります。これの機器

の導入、借りている期間については５年間につい

て今回契約期間とするところでございますので、

ご理解願いたいと思います。 

〇18番（吉田浩一君） 答弁はちょっとわかった

ような、わからないような、正直そういう感じな

のですけれども、余市町の場合たしかＨＢＡだか

が全部やっていますよね、パソコン関係は。そち

らのほうはできなかったということで、そちらの

ほうは最初からやらなかったということで、そう

いう考え方でよろしいのか。 

 今の答弁聞いていたら、５年間だということで

あれば、ではまた５年後にこういう契約をしなけ

ればならないということなのですか。その点はど

うなのでしょうか。 

〇財政課長（山本金五君） 18番、吉田議員から

再度の契約と今後の扱いについてご答弁申し上げ
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ます。 

 まず、業者の選考、先ほど特定の業者名が出ま

したけれども、本件の先ほど申しました３点、本

町が求めるシステムが導入可能であること、それ

からソフトウエアの開発からデータ作成、サポー

ト体制、これらのものを一貫してできること、そ

れから後年度の負担を考えた中でこのたびご提案

申し上げました１社のみが受注可能であるといっ

た中での契約でございます。 

 続きまして、今度５年後の扱いになりますけれ

ども、これにつきましては５年間のリース契約、

賃貸借契約になりますので、５年後の扱いにつき

ましてはその時点で現在使っているものがまず利

用可能かどうかという問題もございますので、そ

ういった中で改めて精査するものでございます

が、現在の方針とすれば譲渡することも可能であ

ろうかというふうに伺ってございますので、これ

につきましては相手方と十分に協議してまいりた

いというふうに考えてございますので、ご理解願

いたいと思います。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第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。 

 これより議案第10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10号 戸籍事務の電算化に係る

契約の締結については、原案のとおり可決されま

した。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、町長から申し出の

ありました行政報告について発言を許します。 

〇町長（嶋  保君） 損害賠償請求事件につき

まして行政報告いたします。 

 今回の事件につきましては、平成26年５月31日、

道の駅スペース・アップルよいち駐車場内で発生

しました車両破損事故により、被害車両の所有で

あります原告から原告所有の車両に損害を受けた

として町内在住の個人並びに余市町に賠償を求め

られたものであります。 

 事故の経過といたしましては、原告は事故当日、

道の駅スペース・アップルよいち駐車場内に原告

所有の車両をとめていたところ、道の駅スペース

・アップルよいち交流広場に立てられていたテン

トが風で吹き飛ばされ、原告所有の車両の左側側

面にぶつかってきたことにより同車両が破損した

として、テントの所有者に対し損害の賠償を求め

ておりました。当該テントについては、道の駅交

流広場にプレハブ建築の物販施設を設置すること

で使用許可を受けている団体が利用者に対するサ

ービス機能の向上を目的として、椅子やテーブル

とともに日よけ、雨よけ用テントとして物販施設

前に設置し、管理されていたもので、事故発生後

その団体の代表者からみずからの責任で対処する

旨の申し出があり、その後推移を見守っておりま

したが、このたび代表者個人とそのテントの撤去

を求めなかった町にも責任があるとして、原告代

理人弁護士より訴訟が提起され、平成26年９月９

日付で小樽簡易裁判所より文書が送付されたもの

であります。 

 今回の事件では、原告が弁護士を訴訟代理人と
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して訴えを提起されたことから、町といたしまし

ても専門的知識を有する弁護士に訴訟委任を行

い、対応いたしたいと考えております。 

 なお、第１回口頭弁論は10月７日に行われます

が、訴訟の経過につきましては随時所管委員会に

ご報告を申し上げてまいりたいと存じます。 

 以上、損害賠償請求事件についての行政報告と

させていただきます。 

〇議長（中井寿夫君） 以上で町長からの行政報

告を終わります。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第９、議案第11号 平

成26年度余市町一般会計補正予算（第４号）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） 上程されました議案

第11号につきまして、提案理由をご説明申し上げ

ます。 

 平成26年度余市町一般会計補正予算（第４号）

の内容につきましては、行政報告をいたしました

損害賠償請求事件に係る訴訟費用として訴訟弁護

士委託料を予算計上したところでございます。 

 なお、歳入につきましては、総合賠償責任保険

金により歳出との均衡を図った次第でございま

す。 

 なお、今回の訴訟につきましては、年度内に結

審し、事件終了に至らないことも想定されること

から、地方自治法第214条に基づく債務負担行為を

設定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 平成26年度余市町一般会計補正予

算（第４号）。 

 平成26年度余市町の一般会計の補正予算（第４

号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ34万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ83億8,918万2,000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。 

 （債務負担行為の補正） 

 第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債

務負担行為補正」による。 

 平成26年９月19日提出、余市町長、嶋  保。 

 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。２ページ中段でございます。３、歳

出、２款総務費、１項総務管理費、12目諸費、補

正額34万6,000円、13節委託料34万6,000円につき

ましては、本町の代理人として委任する弁護士へ

の訴訟弁護士委託料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。

このページの上段でございます。２、歳入、20款

諸収入、５項雑入、１目雑入、補正額34万6,000円、

１節雑入34万6,000円につきましては、歳出でご説

明申し上げました弁護士への訴訟弁護士委託料が

本町が加入してございます総合賠償責任保険の対

象となることから、保険金の追加を計上するもの

でございます。 

 次に、債務負担行為につきましてご説明申し上

げますので、１ページをお開き願います。１ペー

ジ中段でございます。第２表、債務負担行為補正、

１、追加、事項、損害賠償請求事件に係る訴訟弁

護士委託料、期間、平成26年度から事件終了年度

まで、限度額、廃止前の札幌弁護士会報酬規定に

よる額を限度とする。 

 なお、今回の訴訟につきましては、年度内に結

審し、事件終了に至らないことも想定されること

から、地方自治法第214条に基づく債務負担行為の

追加補正を行うものでございます。 

 以上、議案第11号の提案理由につきましてご説

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
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ました。 

 これより質疑を行います。 

〇18番（吉田浩一君） これは、当然先ほど町長

がされた行政報告にかかわって出てきているので

すけれども、この行政報告の中で道の駅交流広場

にプレハブ建設の物販施設を設置することで使用

許可を受けている団体というふうに書いていま

す。これは、どういう団体なのですか。つまり古

い話しすれば、あそこの道の駅と現在果物を売っ

ているところと海産物を売っているところが出店

したのは一番最初は宇宙記念館の裏側のほうでし

た、一番最初のスタートは。そのときのあそこに

できた経緯というのはいろいろあって、道の駅振

興協議会だか何だかというのが最初にあって、そ

れでその募集をして、そこのところに応募をして

きた。それで、そこの団体名も変わったよと。そ

れが何か知らないけれども、いつの間にか表のほ

うに移ったと。だから、許可をしているのは誰が

許可をしているのか。私の記憶では、あくまでも

海産物売っているところもあれは道の駅振興協議

会という中で許可しているのではないですか。そ

の辺ちゃんとはっきりしておかないと私はうまく

ないのでないかなと思います、この問題、まず。

仮にそこが許可を持っているのだということであ

れば、余市町がなぜ訴えられなければならないの

かと。そっちのほうを訴えてくださいと、訴える

のはそっちが許可しているのだから、そちら側で

許可しているのであればそちら側の守備範囲です

よね、ここに置いていたというのは。なぜ余市町

が訴えられなければならないのか。その辺がよく

わからないのです。かといって、では海産物売っ

ているところが余市町が許可を出したということ

になれば、そのときの過去の経過からいってやっ

ぱり何となくおかしいなというふうになるし、そ

の辺の経過ってどういうふうになっていまか。 

 それと、もう一点、原告の北川さんという方、

個人情報の関係あるので、細いところまでは要り

ませんけれども、どこに住んでおられる方なので

すか。道の駅ということだから、もしかしたら東

京から来ているかもしれないし、どこから来てい

るかわからないから、市町村名ぐらいは教えてい

ただきたいなと思います。 

 以上、お願いします。 

〇商工観光課長（小林英二君） 18番、吉田議員

のご質問にご答弁申し上げます。 

 ４点ほどにわたるご質問かと思います。まず、

１点目、この団体とはどういうような団体かとい

うことでございます。これにつきましては、私ど

もで確認しているのはそういう道の駅で特産品を

観光客等にＰＲ、販売をするということで、今回

代表として被告となられている方以下４名で構成

されております団体でございます。 

 次、２点目の誰が許可をしたかということでご

ざいますが、今現在の道の駅の交流広場の使用に

関しては、道の駅の条例に基づく使用許可という

ことで条例の中で町が許可をしているものでござ

います。 

 それから、３点目、そういうことで今回許可を

しているという形の中で、余市町に対して被告と

いう形で提訴されたというふうに認識しておりま

す。 

 それから、原告の方でございますが、訴状によ

りますと札幌市在住という住所となってございま

す。 

〇18番（吉田浩一君） 条例でそういうふうに許

可しているということなのだけれども、被告の方

の団体が訴えられたということなのですね。 

 ただ、そもそもスタートしたときは道の駅、今

は振興協議会というのですか、あれでたしか許可

しているはずです、スタートが。それから今度町

が直接許可したということなのですか、条例に基

づいて。いつだかの本会議でこれやったのです、

私。そのときに番外にいたの誰いるかな。もうほ

とんどいないけれども、たしか上野町長時代だか
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ら何人かはいます。いたはずです。そういうこと

で、余市町がそれを認めたのだから、余市町が訴

えられてもしようがないのだという話であれば、

それはそれで誰が許可しただとかどうのこうのと

いうのはまたこれは別の問題かもしれぬけれど

も、なぜ余市町が訴えられなければならないのか

と。本来的にいって、では余市町はこれいつ知っ

たのですか、この事故って。その間何も全然対処

しなかったということですか。請求金額としては

41万円だから、そんなに高くない金額ではないの

かなと思うのだけれども、車の横にテントぶつか

ったよということで41万円も果たしてなるのと。

乗っている車がどういう車かわからないけれど

も、外車でなかなかなくて、特注の品なのだとい

うのだったら、ああ、そうかいというふうになる

けれども、町だってその辺事故発生して、ちゃん

と車とかそういうの確認したのですか。行政報告

の中では、あくまでもここに被告となった人が最

初払うと言ったからということでという、行政報

告ではそういう書き方もされています。その間余

市町は何も報告もなかった、報告がなかったから

わからない、知らなかったよというのだったらわ

かるけれども、その間何もしていなかったのです

か。その辺はどうなのですか。 

〇商工観光課長（小林英二君） 18番、吉田議員

の再度のご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、１点目の物販施設のスタート時点でのお

話でございますが、これにつきましては過去に議

会で議論をいただいた経過は承知してございま

す。このときもいろいろなあそこにおける振興策、

振興を図るべく枠組みの中で振興協議会ですとか

いろいろな形の中でその取り扱いが議論されたと

いうことでございますが、当時はあくまでも行政

財産の目的外使用ということで、これにつきまし

ても町が許可を出したものでございます。 

 それから、２点目のなぜ町が訴えられなければ

ならないのかということでございますが、これに

つきましても私どもとしてもどういった内容とい

いますか、詳細の内容につきましては今後裁判の

中で明らかにされていくものということで、この

場での発言は控えさせていただきたいと思ってお

ります。 

 それから、３点目のいつこの事故を知ったのか

ということでございますが、これにつきましては

事故発生日に警察等を経由して役場のほうに当

直、宿直、夜警のほうに連絡入って、その後担当

のほうに連絡が入って、担当が現場に赴いて、警

察官の立ち会いのもと被害に遭ったという車両を

確認をしております。これにつきましては、キャ

ンピングカーということでございます。 

 それから、４点目のこの間どうしていたのかと

いうことでございますが、事故の発生につきまし

てはそういったことで発生時から承知をいたして

おりまして、また被告である団体の代表者ともそ

の場でお話を伺って、それが代表者のものによる

ものであれば、それは全部自己で責任をしますと

いうお話もその場で伺っておりますし、その後も

再三発生後ですか、私どものほうに見えられまし

て、ご迷惑をかけたという謝罪ときちんと対応し

てまいりたいということで説明をいただき、その

後双方弁護士を立てたというお話を聞いておりま

したので、当事者間で解決のほうへ向かっている

という認識の中でその推移を見守っていたところ

でございまして、そういった中で今回訴状が来た

という経過でございます。 

〇８番（佐藤一夫君） 今の説明を聞いてちょっ

と納得いかないのだ。自己責任でしょう、恐らく、

当事者同士が。そうした場合何で町が関与しなけ

ればならないの。そういう事故に関しての取り決

めとか何かあったのか、町があそこを使用させる

に当たって。私の知っている範囲内ではそういう

ことまで決まっていなかったと思います。たまた

ま風が吹いて、業者が立てたテントがあれして他

人の車にぶつけて、とんでもない話なのです、そ
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れを町が見なければならぬなんて。だから、何で

そういうものに対して関与していったのか、町が。

訴えたといったって、当事者同士で話しさせるの

が筋だと思います。余市町が払う必要は何物もな

いと思います。そしたら、私自身が駅前駐車場で

タイヤいたずらされて蹴られたりした。それ余市

町に持ち込んできますか。当事者同士でもって話

し合って解決しています。いたずらでやられたも

のだもの。だから、そんなことを許していたら、

次からと次とあそこでもって極端な話やらせでは

ないけれども、やろうと思ったらやれないことも

ない。できます、そんなことやれば、町が。どの

程度の被害になったのかもはっきり把握できない

ようなそんなやり方であれば、やっぱりきちんと

した規約をつくって物事をするのが筋だと思いま

す。今の段階ではそういうものはなかったと思い

ます。ですから、そういう結果になったのだと思

いますけれども、そういうふうにしてしまったの

であれば、大した金額でないから仕方ないとは思

うけれども、今後一切そういうことのないように、

あくまでもそういうものに対しては当事者同士の

責任ということで、そんなことしていなかったら

いつまでもそういう損害賠償起きたときに余市町

は大変なことになると思います。たまたま40万円

から50万円で済んだような事故だからいいけれど

も、それが金額が多いようなことになったら大変

だと思います。その辺も研究してください。 

〇経済部長（飯野徹郎君） ただいま８番、佐藤

議員からご質問のありました責任の問題でござい

ますが、私どもにつきましては今回予算を設置を

していただいて、専門家の弁護士さんに依頼をさ

せていただいて、その中で原告の訴えについて適

正かどうかという部分を今後協議をさせていただ

いて、私どもの述べるところはしっかり伝えてま

いりたいというふうに考えておりますので、ご理

解を賜りたいと存じます。 

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 平成26年度余市町一般会

計補正予算（第４号）は、原案のとおり可決され

ました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第10、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。 

 お諮りいたします。本案につきましては、さき

に議会運営委員会の委員長から報告のとおり、議

長並びに議会選出の監査委員を除く議員16名をも

って構成する平成25年度余市町水道事業会計決算

特別委員会を設置し、閉会中といえども審査、調

査のできますことをつけ加え、付託申し上げるこ

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、本案については議長並びに議会選出の

監査委員を除く議員16名をもって構成する平成

25年度余市町水道事業会計決算特別委員会を設置
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し、閉会中といえども審査、調査のできますこと

をつけ加え、付託申し上げることに決しました。 

 なお、ただいま設置されました特別委員会に対

しましては、審査、調査の円滑化を図るため、地

方自治法第98条の規定による書類の検閲及び検査

の権限を付与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、ただいま設置されました特別委員会に

対し、地方自治法第98条の規定による書類の検閲

及び検査の権限を付与することに決しました。 

 なお、本会議終了後、301、302号会議室におい

て本特別委員会を開催いたしますので、ご参集願

います。 

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11、意見案第１号 軽度外傷性脳損傷にかかわ

る周知及び労災認定基準の改正などを求める要望

意見書、日程第12、意見案第２号 「ゆきとどい

た教育」の前進を求める要望意見書、日程第13、

意見案第３号 電力料金再値上げの撤回を求める

要望意見書、日程第14、意見案第４号 土砂災害

対策及び治水対策の促進を求める要望意見書、日

程第15、意見案第５号 特定複合観光施設区域の

整備の推進に関する法案に反対する要望意見書、

日程第16、意見案第６号 「危険ドラッグ（脱法

ハーブ）」の根絶に向けた総合的な対策の強化を

求める要望意見書、日程第17、意見案第７号 義

務教育の機会均等の確保と教育予算の確保・拡充

を求める要望意見書、日程第18、意見案第８号 奨

学金制度の充実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11ないし日程第18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 軽度外傷性脳損傷にか

かわる周知及び労災認定基準の改正などを求める

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 「ゆきとどいた教育」

の前進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 電力料金再値上げの撤

回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 土砂災害対策及び治水

対策の促進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 特定複合観光施設区域

の整備の推進に関する法案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 「危険ドラッグ（脱法

ハーブ）」の根絶に向けた総合的な対策の強化を

求める要望意見書は、原案のとおり可決されまし

た。 

 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 義務教育の機会均等の

確保と教育予算の確保・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 奨学金制度の充実を求

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19、意見案第９号 

 外形標準課税適用拡大など中小企業への増税に

反対す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。 

 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 外形標準課税適用拡大

など中小企業への増税に反対する要望意見書は、

原案のとおり可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第20、意見案第10号 

 魅力ある地方都市の構築へ向けた施策の推進を

求める要望意見書を議題といたします。 
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 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 魅力ある地方都市の構

築へ向けた施策の推進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21、意見案第11号 

 介護保険制度、子ども・子育て支援新制度に係

る予算の充実・強化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。 

 これより意見案第11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11号 介護保険制度、子ども

・子育て支援新制度に係る予算の充実・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12号 

 核廃棄物の最終処分地建設に反対する要望意見

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。 
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 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。 

 これより意見案第12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） 

 起立少数であります。 

 よって、意見案第12号 核廃棄物の最終処分地

建設に反対する要望意見書は、否決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第23、意見案第13号 

 所得税法第56条の廃止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。 

 これより意見案第13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） 

 起立少数であります。 

 よって、意見案第13号 所得税法第56条の廃止

を求める要望意見書は、否決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第24、意見案第14号 

 「高校・大学教育の無償化」の前進を求める要

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
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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。 

 これより意見案第14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） 

 起立少数であります。 

 よって、意見案第14号 「高校・大学教育の無

償化」の前進を求める要望意見書は、否決されま

した。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第25、意見案第15号 

 「新たな高校教育に関する指針」の前進を求め

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。 

 これより意見案第15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） 

 起立少数であります。 

 よって、意見案第15号 「新たな高校教育に関

する指針」の前進を求める要望意見書は、否決さ

れました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第26、意見案第16号 

 オスプレイの配備、全国への訓練地拡散に反対

す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。 
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（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより意見案第16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） 

 起立少数であります。 

 よって、意見案第16号 オスプレイの配備、全

国への訓練地拡散に反対する要望意見書は、否決

されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第27、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。 

 ただいま議題となっております請願第１号につ

いては、さきに議会運営委員会の委員長から報告

のとおり、会議規則第91条の規定に基づき所管の

議会運営委員会に閉会中といえども審査、調査の

できますことをつけ加え、付託いたします。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第28、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３回定例会

を閉会いたします。 

閉 会 午後 ３時３０分 
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