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平成２７年余市町議会第４回定例会会議録（第４号）

開 議  午前１０時００分 

閉 会  午後 ０時１２分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２７年１２月１４日（月曜日）     

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開 議             

平成２７年１２月１７日（木曜日）午前１０時

〇出 席 議 員  （１８名）       

  余市町議会議長  ６番 中 井 寿 夫 

  余市町議会副議長 １１番 白 川 栄美子 

  余市町議会議員  １番 野 呂 栄 二 

      〃      ２番 吉 田   豊 

      〃      ３番  井   潤 

      〃      ４番 岸 本 好 且 

      〃      ５番 土 屋 美奈子 

      〃      ７番 近 藤 徹 哉 

      〃      ８番 吉 田 浩 一 

      〃       ９番 佐 藤 一 夫 

      〃     １０番 野 崎 奎 一 

      〃     １２番 庄   巖 龍 

      〃     １３番 安 久 莊一郎 

      〃     １４番 大 物   翔 

      〃     １５番 中 谷 栄 利 

      〃     １６番 藤 野 博 三 

      〃     １７番 茅 根 英 昭 

      〃     １８番 溝 口 賢 誇 

〇欠 席 議 員  （０名）        

 〇出 席 者             

  余 市 町 長  嶋     保 

    副    町    長  鍋 谷 慎 二 

    総  務  部  長  前 坂 伸 也 

  総 務 課 長  須 貝 達 哉 

  企 画 政 策 課 長  盛   昭 史 

  地 域 協 働 推 進 課 長  笹 山 浩 一 

  財 政 課 長  山 本 金 五 

  税  務  課  長  堀 内   学 

  民 生 部 長  佐々木   隆 

  町 民 福 祉 課 長  上 村 友 成 

  高 齢 者 福 祉 課 長  坂 本 満 彦 

  保 健 課 長  須 藤 明 彦 

  環 境 対 策 課 長  秋 元 直 人 

  経 済 部 長  小 林 英 二 

  農 林 水 産 課 長  細 山 俊 樹 

  商 工 観 光 課 長  干 場 隆 利 

  建 設 水 道 部 長  柳 田 義 孝 

  建 設 課 長  亀 尾 次 雄 

  まちづくり計画課長  滝 上 晃 一 

  下 水 道 課 長  近 藤   勉 

  水 道 課 長  久 保   宏 

会計管理者（併）会計課長  飯 野 徹 郎 

  農業委員会事務局長  高 橋 良 治 

  教    育    長  中 村 寿 仁 

  学 校 教 育 課 長  小 俣 芳 則 

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

〇事務局職員出席者            

  事  務  局  長  杉 本 雅 純 

  議 事 係 長  越 智 英 章 

  庶 務 係 長  枝 村   潤 

〇議 事 日 程            

  第 １ 議案第 ５号 余市町税条例等の一 

      部を改正する条例案        

  第 ２ 議案第 ６号 余市町立学校設置条 

      例の一部を改正する条例案     

  第 ３ 議案第 ７号 余市町特定教育・保 

      育施設及び特定地域型保育事業の利 

      用者負担に関する条例案      

  第 ４ 議案第 ８号 余市町行政手続にお 

      ける特定の個人を識別するための番 

      号の利用等に関する法律に基づく個 

      人番号の利用及び特定個人情報の提 

      供に関する条例案         

  第 ５ 議案第 ９号 余市町国民健康保険 

      税条例の一部を改正する条例案   

  第 ６ 議案第１０号 余市町介護保険条例 

      の一部を改正する条例案      

  第 ７ 議案第１２号 余市町政治倫理審査 

      会委員の選任について       

  第 ８ 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  

  第 ９ 諮問第 ２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  

  第１０ 諮問第 ３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  

  第１１ 諮問第 ４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  

  第１２ 発議案第１号 余市町議会会議規則 

      の一部を改正する規則案      

  第１３ 意見案第１号 特別支援学校の「設 

      置基準」策定を求める要望意見書  

  第１４ 意見案第２号 北海道の全ての子ど 

      もたちにゆきとどいた教育を求める 

      要望意見書            

  第１５ 意見案第３号 ブラッドパッチ療法 

      の保険適用及び脳脊髄液減少症の治 

      療推進を求める要望意見書     

  第１６ 意見案第４号 マイナンバー制度の 

      円滑な運営に係る財源確保等自治体 

      の負担軽減を求める要望意見書   

  第１７ 意見案第５号 国の教育予算をふや 

      して「高校無償化」を復活し、給付 

      制奨学金の確立を求める要望意見書 

  第１８ 意見案第６号 「新たな高校教育に 

      関する指針」の見直しを求める要望 

      意見書              

  第１９ 意見案第７号 社会保障の充実を求 

      める要望意見書          

  第２０ 意見案第８号 「大学生への給付制 

      奨学金創設」を求める要望意見書  

  第２１ 意見案第９号 非婚ひとり親家庭に 

      寡婦（夫）控除の適用を求める要望 

      意見書              

  第２２ 意見案第１０号 子どもの医療費助 

      成への「罰則」廃止と、国の制度化 

      を求める要望意見書        

  第２３ 意見案第１１号 地方自治の尊重を 

      求める要望意見書         

  第２４ 意見案第１２号 マイナンバー制度 

      の本格運用の凍結・中止を求める要 

      望意見書             

  第２５ 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27年余

市町議会第４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。 
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 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、吉田豊議員は通院のため午前中欠席の旨

届け出がありましたことをご報告申し上げます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

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。 

〇18番（溝口賢誇君） 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６名の出席のもと、さらに説明員として鍋

谷副町長、前坂総務部長、須貝総務課長の出席が

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。新たに追加された案件

は、議案１件、諮問４件、発議案１件、意見案12件、

閉会中の継続審査調査申出についてであります。 

 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７、議案第12号 余市町政治倫理審査会

委員の選任についてにつきましては、即決にてご

審議いただくことに決しました。 

 日程第８、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ないし日程第11、

諮問第４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求

めることについてまでの４件につきましては、そ

れぞれ関連がありますので、一括上程の上、即決

にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第12、発議案第１号 余市町議会会議規則

の一部を改正する規則案につきましては、即決に

て審議いただくことに決しました。 

 日程第13、意見案第１号 特別支援学校の「設

置基準」策定を求める要望意見書ないし日程第24、

意見案第12号 マイナンバー制度の本格運用の凍

結・中止を求める要望意見書、以上意見案12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３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25、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、諮問４件、発議案１件、

意見案12件、閉会中の継続審査調査申出について

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、諮問４件、発議案１件、意

見案12件、閉会中の継続審査調査申出についてを

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１、議案第５号 余

市町税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。 

〇税務課長（堀内 学君） ただいま上程されま

した議案第５号 余市町税条例等の一部を改正す

る条例案につきまして、提案理由をご説明申し上

げます。 

 地方税法等の一部を改正する法律が平成27年法
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律第２号として、地方税法施行令等の一部を改正

する政令が平成27年政令第161号として、地方税法

施行規則の一部を改正する省令が平成27年総務省

令第38号として平成27年３月31日にそれぞれ公布

され、28年４月１日から施行されることとなり、

また地方税法施行規則等の一部を改正する省令が

平成27年総務省令第85号として平成27年９月30日

に公布され、平成28年１月１日から施行されるこ

とにより、本町税条例等におきましても所要の改

正を行うものであります。 

 改正の主な内容について申し上げます。徴収の

猶予及び換価の猶予に関しまして、平成27年度税

制改正において地方税法が改正されたことにより

国税に準拠した改正でございます。法人番号に関

しましては、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律、いわゆる

マイナンバー法に規定される法人番号の規定の整

理をいたすものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明いたします。 

 議案第５号 余市町税条例等の一部を改正する

条例案。 

 余市町税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27年12月14日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをお開き願いたいと思います。余市町

税条例等の一部を改正する条例。 

 （余市町税条例の一部改正） 

 第１条 余市町税条例（昭和37年余市町条例第

６号）の一部を次のように改正する。 

 第８条から第17条までを次のように改める。 

 （徴収猶予に係る町の徴収金の分割納付又は分

割納入の方法） 

 第８条 地方税法（昭和25年法律第226号。以下

「法」という。）第15条第３項及び第５項に規定

する条例で定める方法は、分割納付又は分割納入

とする。 

 これにつきましては、徴収の猶予、または徴収

の猶予期間の延長をする場合において猶予する金

額を分割して納付、または納入する方法を規定す

るものです。 

 ２ 町長は、法第15条第３項又は第５項の規定

により、同条第１項若しくは第２項の規定による

徴収の猶予（以下この節において「徴収の猶予」

という。）又は同条第４項の規定による徴収の猶

予をした期間の延長（次項及び第４項において「徴

収の猶予期間の延長」という。）に係る町の徴収

金を分割して納付し、又は納入させる場合におい

ては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期

限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限

ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとす

る。 

 ３ 町長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の

延長を受けた者がその納付期限又は納入期限まで

に納付し、又は納入することができないことにつ

きやむを得ない理由があると認めるときは前項の

規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付

期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

を変更することができる。 

 ４ 町長は、第２項の規定により分割納付又は

分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付

期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割

納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限

又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その

他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶

予期間の延長を受けた者に通知しなければならな

い。 

 ５ 町長は、第３項の規定により分割納付又は

分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付

金額又は納入金額を変更したときは、その旨、そ

の変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付

期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知し

なければならない。 
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 これにつきましては、徴収の猶予、または徴収

の猶予期間の延長する場合において猶予をする金

額を分割して納付、または納入するときの分割納

付、または納入計画の策定や変更について規定す

るものです。 

 （徴収猶予の申請手続等） 

 第９条 法第15条の２第１項に規定する条例で

定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 （１）法第15条第１項各号のいずれかに該当す

る事実があること及びその該当する事実に基づき

町の徴収金を一時に納付し、又は納入することが

できない事情の詳細 

 （２）納付し、又は納入すべき町の徴収金の年

度、種類、納期限及び金額 

 （３）前号の金額のうち当該猶予を受けようと

する金額 

 （４）当該猶予を受けようとする期間 

 （５）分割納付又は分割納入の方法により納付

又は納入を行うかどうか（分割納付又は分割納入

の方法により納付又は納入を行う場合にあって

は、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納

入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付

金額又は納入金額を含む。） 

 （６）猶予を受けようとする金額が100万円を超

え、かつ、猶予期間が３月を超える場合には、提

供しようとする法第16条第１項各号に掲げる担保

の種類、数量、価額及び所在（その担保が保証人

の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は

居所）その他担保に関し参考となるべき事項（担

保を提供することができない特別の事情があると

きは、その事情） 

 これにつきましては、地方税法第15条第１項の

規定による徴収の猶予、災害、事業の休廃止等の

事実により一時に納付、または納入できない場合

等の申請書の記載事項を規定するものでございま

す。 

 ２ 法第15条の２第１項に規定する条例で定め

る書類は、次に掲げる書類とする。 

 （１）法第15条第１項各号のいずれかに該当す

る事実を証するに足りる書類 

 （２）財産目録その他の資産及び負債の状況を

明らかにする書類 

 （３）猶予を受けようとする日前１年間の収入

及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の

見込みを明らかにする書類 

 （４）猶予を受けようとする金額が100万円を超

え、かつ、猶予期間が３月を超える場合には、地

方税法施行令（昭和25年政令第245号。以下「令」

という。）第６条の10の規定により提出すべき書

類その他担保の提供に関し必要となる書類 

 これにつきましては、地方税法第15条第１項の

規定による徴収の猶予の申請書の添付書類を規定

するものでございます。 

 ３ 法第15条の２第２項に規定する条例で定め

る事項は、次に掲げる事項とする。 

 （１）町の徴収金を一時に納付し、又は納入す

ることができない事情の詳細 

 （２）第１項第２号から第６号までに掲げる事

項 

 これにつきましては、地方税法第15条の第２項

の規定による徴収の猶予、法定納期限から１年を

経過した日以後に納付、または納入すべき金額が

確定した場合において一時に納付、または納入で

きないときの申請書の記載事項を規定するもので

ございます。 

 ４ 法第15条の２第２項及び第３項に規定する

条例で定める書類は、第２項第２号から第４号ま

でに掲げる書類とする。 

 これにつきましては、地方税法第15条の第２項

の規定による徴収の猶予の申請書の添付書類を記

載するものでございます。 

 ５ 法第15条の２第３項に規定する条例で定め

る事項は、次に掲げる事項とする。 

 （１）猶予期間の延長を受けようとする町の徴
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収金の年度、種類、納期限及び金額 

 （２）猶予期間内にその猶予を受けた金額を納

付し、又は納入することができないやむを得ない

理由 

 （３）猶予期間の延長を受けようとする期間 

 （４）第１項第５号及び第６号に掲げる事項 

 これにつきましては、地方税法第15条第３項の

規定により徴収の猶予期間の延長を申請する場合

の申請書の記載事項を規定するものでございま

す。 

 ６ 法第15条の２第４項に規定する条例で定め

る書類は、第２項第４号に掲げる書類とする。 

 これにつきましては、地方税法第15条第３項の

規定により徴収の猶予期間の延長を申請する場合

の申請書の添付書類を規定するものでございま

す。 

 ７ 法第15条の２第８項に規定する条例で定め

る期間は、20日とする。 

 これにつきましては、徴収の猶予、または徴収

の猶予期間の延長を申請する場合において、申請

書、または申請書添付書類について不備があった

ときに補正を行わなければならない期限を規定す

るものでございます。 

 （職権による換価の猶予の手続等） 

 第10条 法第15条の５第２項において読み替え

て準用する法第15条第３項及び第５項に規定する

条例で定める方法は、分割納付又は分割納入とす

る。 

 これにつきましては、職権による換価の猶予、

または職権による換価の猶予期間の延長をする場

合において猶予する金額を分割して納付、または

納入する方法を規定するものでございます。 

 ２ 第８条第２項から第４項までの規定は、法

第15条の５第２項において読み替えて準用する法

第15条第３項又は第５項の規定により、分割して

納付し、又は納入させる場合について準用する。 

 これにつきましては、職権による換価の猶予、

または職権による換価の猶予の延長をする場合に

おいて猶予をする金額の分割納付、または納入計

画の策定や変更について規定するものでございま

す。 

 ３ 法第15条の５の２第１項及び第２項に規定

する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

 （１）前条第２項第２号から第４号までに掲げ

る書類 

 （２）分割納付又は分割納入させるために必要

となる書類 

 これにつきましては、職権による換価の猶予、

または職権による換価の猶予期間の延長をする場

合において滞納者に対して財産目録、担保の提供

等に関する書類その他提出することを求めること

ができる書類を規定するものでございます。 

 （申請による換価の猶予の申請手続等） 

 第11条 法第15条の６第１項に規定する条例で

定める期間は、６月とする。 

 これにつきましては、申請による換価の猶予の

申請期限を規定するものでございます。 

 ２ 法第15条の６第３項において準用する法第

15条第３項及び第５項に規定する条例で定める方

法は、分割納付又は分割納入とする。 

 これにつきましては、申請による換価の猶予、

または申請による換価の猶予期間の延長をする場

合に猶予をする金額を分割して納付、または納入

する方法を規定するものでございます。 

 ３ 第８条第２項から第４項までの規定は、法

第15条の６第３項において準用する法第15条第３

項又は第５項の規定により、分割して納付し、又

は納入させる場合について準用する。 

 これにつきましては、申請による換価の猶予、

または申請による換価の猶予期間の延長をする場

合において猶予をする金額の分割納付、または分

割納入計画の策定や変更について規定するもので

ございます。 

 ４ 法第15条の６の２第１項に規定する条例で
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定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 （１）町の徴収金を一時に納付し、又は納入す

ることにより事業の継続又は生活の維持が困難と

なる事情の詳細 

 （２）第９条第１項第２号から第４号まで及び

第６号に掲げる事項 

 （３）分割納付又は分割納入の各納付期限又は

各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの

納付金額又は納入金額 

 これにつきましては、申請による換価の猶予の

申請書の記載事項を規定するものでございます。 

 ５ 法第15条の６の２第１項及び第２項に規定

する条例で定める書類は、第９条第２項第２号か

ら第４号までに掲げる書類とする。 

 これにつきましては、申請による換価の猶予及

び申請による換価の猶予期間の延長を申請する場

合の申請書の添付書類を規定するものでございま

す。 

 ６ 法第15条の６の２第２項に規定する条例で

定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 （１）第９条第１項第６号に掲げる事項 

 （２）第９条第５項第１号から第３号までに掲

げる事項 

 （３）第４項第３号に掲げる事項 

 これにつきましては、申請による換価の猶予期

間の延長を申請する場合に申請書の記載事項を規

定するものでございます。 

 ７ 法第15条の６の２第３項において準用する

法第15条の２第８項に規定する期間は、20日とす

る。 

 これにつきましては、申請による換価の猶予、

または申請による換価の猶予期間の延長の申請を

する場合において申請書、または申請書添付書類

について不備があったときに補正を行わなければ

ならない期限を規定するものでございます。 

 （担保を徴する必要がない場合） 

 第12条 法第16条に規定する条例で定める場合

は、猶予に係る金額が100万円以下である場合、猶

予期間が３月以内である場合又は担保を徴するこ

とができない特別の事情がある場合とする。 

 これにつきましては、徴収の猶予、職権による

換価の猶予、または申請による換価の猶予をする

場合において担保を徴する必要がない場合を規定

するものでございます。 

 第13条から第17条まで 削除 

 第18条中「地方税法（昭和25年法律第226号。以

下「法」という。）」を「法」に改める。 

 （余市町税条例等の一部を改正する条例の一部

改正） 

 第２条 余市町税条例等の一部を改正する条例

（平成27年余市町条例第17号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１条中余市町税条例（昭和37年余市町条例第

６号）第２条第３号及び第４号の改正規定を削り、

同条例第23条第２項の改正規定の次に次のように

加える。 

 第23条第３項中「地方税法施行令（昭和25年政

令第245号。以下「令」という。）」を「令」に改

める。 

 第１条中余市町税条例第36条の２第８項の改正

規定中「法人番号」の次に「（行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成25年法律第27号）第２条第15項に規

定する法人番号をいう。以下町民税について同

じ。）」を加え、同条例第63条の２第１項第１号

の改正規定中「）又は法人番号」の次に「（同条

第15項に規定する法人番号をいう。以下固定資産

税について同じ。）」を加え、同条例第89条第２

項第２号の改正規定中「いう。」の次に「以下こ

の号及び」を、「）又は法人番号」の次に「（同

法第２条第15項に規定する法人番号をいう。以下

この号において同じ。）」を加え、同条例第139条

の３第２項第１号の改正規定中「）又は法人番号」

の次に「（同条第15項に規定する法人番号をいう。
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以下この号において同じ。）」を加え、同条例第

147条第１号の改正規定中「いう。」の次に「以下

この号において同じ。」を、「）又は法人番号」

の次に「（同条第15項に規定する法人番号をいう。

以下この号において同じ。）」を加える。 

 附則第１条第２号中「第23条第２項」の次に「及

び第３項」を加え、同条第３号中「第２条第３号

及び第４号、」を削る。 

 附則 

 （施行期日） 

 第１条 この条例は、公布の日から施行する。

ただし、第１条及び次条の規定は、平成28年４月

１日から施行する。 

 （徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請に

よる換価の猶予に関する経過措置） 

 第２条 第１条の規定による改正後の余市町税

条例（以下「新条例」という。）第８条、第９条

及び第12条（地方税法等の一部を改正する法律（平

成27年法律第２号。以下「平成27年改正法」とい

う。）附則第１条第６号に掲げる規定による改正

後の地方税法（昭和25年法律第226号。以下この条

において「28年新法」という。）第15条第１項又

は第２項の規定による徴収の猶予に係る部分に限

る。）の規定は、平成28年４月１日以後に申請さ

れる28年新法第15条第１項又は第２項の規定によ

る徴収の猶予について適用し、同日前に申請され

た平成27年改正法附則第１条第６号に掲げる規定

による改正前の地方税法（以下この条において

「28年旧法」という。）第15条第１項又は第２項

の規定よる徴収の猶予については、なお従前の例

による。 

 ２ 新条例第10条及び第12条（28年新法第15条

の５第１項の規定による換価の猶予に係る部分に

限る。）の規定は、平成28年４月１日以後にされ

る同項の規定による換価の猶予について適用し、

同日前にされた28年旧法第15条の５第１項の規定

による換価の猶予については、なお従前の例によ

る。 

 ３ 新条例第11条及び第12条（28年新法第15条

の６第１項の規定による換価の猶予に係る部分に

限る。）の規定は、平成28年４月１日以後の同項

に規定する納期限が到来する町の徴収金について

適用する。 

 以上、議案第５号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして条例の新旧対照

表を添付しておりますので、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。 

（「異議あり」の声あり） 

 異議がありますので、これより起立により採決

いたします。 

 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） 
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 起立多数であります。 

 よって、議案第５号 余市町税条例等の一部を

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２、議案第６号 余

市町立学校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６号 余市町立学校設置条例の一部を

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。 

 余市町立学校の設置につきましては、学校教育

法（昭和22年法律第26号）第２条第１項の規定に

基づき、余市町立学校設置条例に定められている

ところでございます。近年全国的に少子化が進み、

余市町におきましても小中学校の児童数は年々減

少を続け、余市町立栄小学校では児童数の減少か

ら平成26年10月に栄町区会長と栄小学校ＰＴＡ会

長との連名により、今後の教育活動の充実を図る

ため余市町立大川小学校との統合に関する要望書

が提出されたところでございます。これを受け、

本町といたしましては、教育委員会を中心に保護

者、学校、地域住民の方々との協議を重ね、余市

町立栄小学校のあり方につきまして検討を行って

きたところでございます。平成27年２月19日に開

催されました余市町教育委員会第２回定例会にお

きまして平成28年３月31日をもって栄小学校を閉

校することが決定されましたので、余市町立学校

設置条例の改正をいたしたく、本条例案をご提案

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 余市町立学校設置条例の一部を改

正する条例案。 

 余市町立学校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27年12月14日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町立学校設

置条例の一部を改正する条例。 

 余市町立学校設置条例（昭和39年余市町条例第

２号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１の余市町立栄小学校の項を削る。 

 附則 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

 以上、議案第６号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議、ご決定

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、ご高覧を賜りますようお

願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第６号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号 余市町立学校設置条例の

一部を改正する条例案は、原案のとおり可決され

ました。 
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〇議長（中井寿夫君） 日程第３、議案第７号 余

市町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の利用者負担に関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（上村友成君） ただいま上程さ

れました議案第７号 余市町特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条

例案につきまして、その提案理由をご説明申し上

げます。 

 子供一人一人が健やかに成長することができる

社会の実現を目指して、平成24年８月に子ども・

子育て支援法が成立し、平成27年４月より新制度

のもと本町におきましても保育事業を行ってきて

いるところでございますが、この新制度に移行す

る私立幼稚園につきましても法第27条第３項第２

号の規定に基づき、町長が定めます利用者負担を

上限として幼稚園において負担額を定めることと

なります。また、この法律により一元的に規定さ

れます特定教育施設、保育施設及び特定地域型保

育事業などの利用者負担につきましても余市町に

おきましても新たな条例を制定し、整理、統合し

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７号 余市町特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の利用者負担に関する条例案。 

 余市町特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の利用者負担に関する条例を次のとおり制定

する。 

 平成27年12月14日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開きください。余市町特定教育

・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担

に関する条例。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平

成24年法律第65号。以下「法」という。）に規定

する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の利用者負担について必要な事項を定めるものと

する。 

 （用語の定義） 

 第２条 この条例において使用する用語の意義

は、法の例による。 

 （特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

における利用者負担の額） 

 第３条 特定教育・保育施設（特定保育所を除

く。）及び特定地域型保育事業における教育又は

保育に係る利用者負担の額は、法第27条第３項第

２号、第28条第２項各号、第29条第３項第２号、

第30条第２項各号及び附則第９条第１項各号に規

定する政令で定める額を限度として当該支給認定

保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を

勘案して、規則で定める額とする。 

 ２ 法附則第６条第４項に規定する家計に与え

る影響を考慮して特定保育所における保育に係る

保育認定子どもの年齢等に応じて定める利用者負

担の額は、規則で定める額とする。 

 （時間外保育における利用者負担の額） 

 第４条 町が設置する特定教育・保育施設（余

市町立保育所条例（平成14年余市町条例第３号）

第２条に規定する町立保育所に限る。以下「町立

保育所」という。）において実施する時間外保育

を受けた支給認定子どもの支給認定保護者又は扶

養義務者が支払う時間外保育における利用者負担

の額は、規則で定める額とする。 

 （一時預かり事業における利用者負担の額） 

 第５条 町立保育所において実施する一時預か

りを受けた小学校就学前子どもの保護者又は扶養

義務者が支払う一時預かり事業における利用者負

担の額は、規則で定める額とする。 

 （利用者負担の徴収） 

 第６条 町長は、町立保育所において実施する

保育又は時間外保育を受けた支給認定子どもの支

給認定保護者又は扶養義務者及び一時預かりを受
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けた小学校就学前子どもの保護者又は扶養義務者

から、第３条から前条までに定める利用者負担を

徴収する。 

 （利用者負担の減免） 

 第７条 町長は、前条の支給認定保護者又は扶

養義務者が第３条及び第４条に定める利用者負担

を支払うことができないと認めたときは、これを

減額し、又は免除することができる。 

 （利用者負担の還付） 

 第８条 既納の利用者負担は還付しない。ただ

し、町長が特別の理由がある認めるときは、その

全部又は一部を還付することができる。 

 （補則） 

 第９条 この条例に定めるもののほか、この条

例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

 附則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、平成28年４月１日から施行す

る。 

 （余市町保育所における保育に関する条例及び

余市町児童一時預かり事業の実施に関する条例の

廃止） 

 ２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

 （１）余市町保育所における保育に関する条例

（平成14年余市町条例第４号） 

 （２）余市町児童一時預かり事業の実施に関す

る条例（平成23年余市町条例第15号） 

 （余市町保育所における保育に関する条例の廃

止に伴う経過措置） 

 ３ 前項の規定による廃止前の余市町保育所に

おける保育に関する条例第３条の規定に基づいて

徴収し、又は徴収すべきであった保育費用につい

ては、なお従前の例による。 

 （余市町児童一時預かり事業の実施に関する条

例の廃止に伴う経過措置） 

 ４ 第２項の規定による廃止前の余市町児童一

時預かり事業の実施に関する条例第５条の規定に

基づいて徴収し、又は徴収すべきであった利用料

については、なお従前の例による。 

 （施行のための準備行為） 

 ５ この条例を施行するために必要な準備行為

は、この条例の施行日前においても行うことがで

きる。 

 以上、議案第７号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

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。 

〇15番（中谷栄利君） 今回の提案は、子ども・

子育て支援法にかかわるものですけれども、聞い

ている話では、札幌市などの例で恐縮なのですけ

れども、保育料の高騰により、預けたくても保育

料が高くて生活がさらに厳しくなっている、何の

ための保育なのかということで非常に問題になっ

ている例があります。この保育に係る取り扱いに

ついて本町の場合どのような形で試算されている

のか。札幌市などのような同様な保育料の高騰が

発生する例があるのかどうか。その原因は何なの

かお尋ねしたいと思います。 

 また、２つ目ですが、当初委員会質疑の中では、

この問題について幼保一元化につながるものであ

ると考えておりますけれども、そういったものに

ついては見送るような話し合いがされていたよう

にお伺いしていますが、その一元化に続くこのよ

うな法整備だと思いますけれども、どのような経

過なのかお尋ねしたいと思います。 

〇町民福祉課長（上村友成君） 15番、中谷議員

のご質問に答弁させていただきます。 

 まず、１点目の保育料の高騰により保育が難し

くなったという札幌市の例につきましてのご質問

でございますけれども、保育料に関しましては、

国の基準におきまして８段階の階層に分けまし

て、最大上限を10万4,000円としてございます。し
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かしながら、余市町におきましては、この８段階

のうち５段階までを上限といたしまして、最大４

万4,500円の保育料になってございます。しかしな

がら、札幌市につきましては、これを最大７万

5,900円の上限として保育料を定めてございます。

また、余市町におきましては、所得割課税者につ

きましては３段階の階層で階層分けしてございま

して、その中で保育料を定めてございますけれど

も、札幌市におきましてはこれを10段階と細かく

分けてございます。これに伴いまして、法の改正

に伴って所得が変わった場合に、札幌市の場合は

大きくその階層が変わったというのが本年度起き

ました状況というふうに私ども考えてございま

す。余市町におきましては、所得段階が変わりま

しても大きく所得階層が変わるというふうに考え

てございませんで、今回大きな影響はなかったと

いうふうに考えてございます。 

 続きまして、幼保一元化の見送りに関するご質

問でございますけれども、来年度におきましても

余市町内にございます私立幼稚園につきまして

は、幼保一元化となります認定こども園に移行す

る幼稚園についてはございませんので、ご理解い

ただきたいと存じます。

〇15番（中谷栄利君） 算定するに当たって基準

になる考え方が所得から住民税に変わったように

お伺いしているのですが、その辺で今回今まで低

かったものが高くなるという、そういう高騰する

例は全くないという判断でいいのか。その基準な

るものが変わることによってどのような影響出て

くる、そういった試算がされているのかお尋ねし

たいと思います。その部分でどうでしょうか。 

〇町民福祉課長（上村友成君） 15番、中谷議員

の再度のご質問に答弁させていただきます。 

 議員のご質問にございますとおり、本年４月１

日以降保育料を算定する上での所得の考え方につ

いて法により改正が行われたところでございま

す。余市町におきましては、４月１日において制

度改正によりますこれまでの所得税を基準とした

算定から住民税を基準とした算定に変更してござ

います。この場合当該年度の前年度の住民税を基

準に算定してございまして、この際に所得が大き

く変わらなかったという部分、同年度の所得税と

住民税を基準としてございましたので、大きな変

化はございませんでした。影響は小さかったとい

うふうに考えてございますが、再度現在その辺に

つきましては精査しておりますので、ご了承いた

だきたいと存じます。 

 また、新聞等で話題になりました札幌市におき

ましては、この法改正に伴う所得の算定の見直し

を行わず、前年度の所得税額に年少扶養控除をみ

なして算定し、全く４月１日においては影響がな

かったというふうに聞いてございますけれども、

本年９月１日からこれを制度改正による算定に切

りかえてございます。余市町におきましては、９

月１日現在では年度の見直しだけを行ってござい

ます。このため札幌市におきましては、４月１日

には保育料について影響がなかったものが８月

末、９月１日から大きく変化されたということで、

制度の改正による影響が大きく出たものと考えて

ございます。余市町におきましては、年度の切り

かえを行ったのみでございますので、改正による

影響が小さかったというふうに考えてございます

けれども、先ほど申し上げたとおり、影響額につ

いては現在調査中でありますので、ご理解いただ

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。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、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） 
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 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号は、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４、議案第８号 余

市町行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の

利用及び特定個人情報の提供に関する条例案を議

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（上村友成君） ただいま上程さ

れました議案第８号 余市町行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関す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。 

 平成25年５月31日に公布されました行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づきまして、余市町におきまし

ても住民の皆様に個人番号の通知を郵送により行

ったところでございます。また、平成28年１月１

日からは、個人番号を利用した行政事務が開始さ

れるところでございますが、この法律により余市

町が保有する個人番号を含む個人情報を利用する

に当たっては、条例によりその事務及び利用する

個人情報等について規定する必要がございます。

また、地方公共団体の機関が当該地方公共団体内

の他の機関に特定個人情報を提供する際について

も条例に利用事務を規定する必要がございますこ

とから、今回新たに条例を整備し、余市町におい

て特定個人情報を利用する事務及び特定個人情報

の範囲を明確に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８号 余市町行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例案。 

 余市町行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律に基づく個人番

号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を

次のとおり制定する。 

 平成27年12月14日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開きください。余市町行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定

個人情報の提供に関する条例。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成25年法律第27号。以下「法」という。）第

９条第２項に基づく個人番号の利用及び法第19条

第９号に基づく特定個人情報の提供について、必

要な事項を定めるものとする。 

 （用語の定義） 

 第２条 この条例において使用する用語の意義

は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 （１）個人番号 法第２条第５項に規定する個

人番号をいう。 

 （２）特定個人情報 法第２条第８項に規定す

る特定個人情報をいう。 

 （３）個人番号利用事務実施者 法第２条第12 

項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。 

 （４）情報提供ネットワークシステム 法第２

条第14項に規定する情報提供ネットワークシステ

ムをいう。 

 （町の責務） 

 第３条 町は、個人番号の利用及び特定個人情

報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するた

めに必要な措置を講ずるとともに、国との連携を

図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に

応じた施策を実施するものとする。 

 （個人番号の利用範囲） 

 第４条 法第９条第２項の条例で定める事務
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は、別表第１の左欄に掲げる機関が行う同表の右

欄に掲げる事務、別表第２の左欄に掲げる機関が

行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は教育委

員会が行う法別表第２の第２欄に掲げる事務とす

る。 

 ２ 別表第２の左欄に掲げる機関は、同表の中

欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、

同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機

関が保有するものを利用することができる。ただ

し、法の規定により、情報提供ネットワークシス

テムを使用して他の個人番号利用事務実施者から

当該特定個人情報の提供を受けることができる場

合は、この限りでない。 

 ３ 町長又は教育委員会は、法別表第２の第２

欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、

同表の第４欄に掲げる特定個人情報であって自ら

が保有するものを利用することができる。ただし、

法の規定により、情報提供ネットワークシステム

を使用して他の個人番号利用事務実施者から当該

特定個人情報の提供を受けることができる場合

は、この限りでない。 

 ４ 第２項の規定による特定個人情報の利用が

できる場合において、他の条例、規則その他の規

程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の

情報を含む書面の提出が義務付けられているとき

は、当該書面の提出があったものとみなす。 

 この第４条につきましては、法第９条第２項に

ございます社会保障、地方税、防災に関する事務

におきまして個人番号及び特定個人情報を利用で

きる範囲を規定したものでございます。 

 （特定個人情報の提供） 

 第５条 法第19条第９号の条例で定める特定個

人情報を提供することができる場合は、別表第３

の第１欄に掲げる機関が、同表の第３欄に掲げる

機関に対し、同表の第２欄に掲げる事務を処理す

るために必要な同表の第４欄に掲げる特定個人情

報の提供を求めた場合において、同表の第３欄に

掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときと

する。 

 ２ 前項の規定による特定個人情報の提供があ

った場合において、他の条例、規則その他の規程

の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情

報を含む書面の提出が義務付けられているとき

は、当該書面の提出があったものとみなす。 

 この第５条につきましては、法第19条第９号に

ございます同一地方公共団体内の異なる機関の間

で提供できる特定個人情報を規定したものでござ

います。 

 （補則） 

 第６条 この条例に定めるもののほか、この条

例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

 附則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、平成28年１月１日から施行す

る。 

 （施行のための準備行為） 

 ２ この条例を施行するために必要な準備行為

は、この条例の施行日前においても行うことがで

きる。 

 別表第１（第４条関係）、機関、事務。１の項、

機関、町長、事務、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）による重度心身障害者に

対する医療費の助成に関する事務であって規則で

定めるもの。 

 ２の項、機関、町長、事務、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

条例によるひとり親家庭等に対する医療費の助成

に関する事務であって規則で定めるもの。 

 ３の項、機関、町長、事務、余市町乳幼児等医

療費の助成に関する条例（昭和48年余市町条例第

２号）による医療費の助成に関する事務であって

規則で定めるもの。 

 ４の項、機関、町長、事務、余市町介護保険条
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例（平成12年余市町条例第11号）による居宅介護

住宅改修費等の支給に関する事務であって規則で

定めるもの。 

 ５の項、機関、町長、事務、余市町介護保険条

例によるマットの貸与費の支給に関する事務であ

って規則で定めるもの。 

 ６の項、機関、教育委員会、事務、余市町要保

護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱（平

成18年余市町教育委員会要綱第１号）による就学

援助費の支給に関する事務であって規則で定める

もの。 

 ７の項、機関、教育委員会、事務、余市町私立

幼稚園就園奨励費補助金交付要綱（平成27年余市

町教育委員会要綱第１号）による就園奨励費の補

助に関する事務であって規則で定めるもの。 

 別表第２（第４条関係）、機関、事務、特定個

人情報。１の項、機関、町長、事務、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

関する条例による重度心身障害者に対する医療費

の助成に関する事務であって規則で定めるもの、

特定個人情報、住民基本台帳法（昭和42年法律第

81号）第７条第４号に規定する事項（以下「住民

票関係情報」という。）であって規則で定めるも

の。地方税法（昭和25年法律第226号）その他の地

方税に関する法律に基づく条例の規定により算定

した税額又はその算定の基礎となる事項に関する

情報（以下「地方税関係情報」という。）であっ

て規則で定めるもの。国民健康保険法（昭和33年

法律第192号）又は高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和57年法律第80号）による医療に関する給

付の支給又は保険料の徴収に関する情報（以下「医

療保険給付関係情報」という。）であって規則で

定めるもの。介護保険法（平成９年法律第123号）

による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は

保険料の徴収に関する情報（以下「介護保険給付

等関係情報」という。）であって規則で定めるも

の。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（平成17年法律第123号）による

自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施

に関する情報であって規則で定めるもの。 

 ２の項、機関、町長、事務、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

条例によるひとり親家庭等に対する医療費の助成

に関する事務であって規則で定めるもの、特定個

人情報、住民票関係情報であって規則で定めるも

の。地方税関係情報であって規則で定めるもの。

医療保険給付関係情報であって規則で定めるも

の。 

 ３の項、機関、町長、事務、余市町乳幼児等医

療費の助成に関する条例による医療費の助成に関

する事務であって規則で定めるもの、特定個人情

報、住民票関係情報であって規則で定めるもの。

地方税関係情報であって規則で定めるもの。医療

保険給付関係情報であって規則で定めるもの。児

童手当法（昭和46年法律第73号）による児童手当

又は特例給付の支給に関する情報であって規則で

定めるもの。 

 ４の項、機関、町長、事務、余市町介護保険条

例による居宅介護住宅改修費等の支給に関する事

務であって規則で定めるもの、特定個人情報、住

民票関係情報であって規則で定めるもの。介護保

険給付等関係情報であって規則で定めるもの。 

 ５の項、機関、町長、事務、余市町介護保険条

例によるマットの貸与費の支給に関する事務であ

って規則で定めるもの、特定個人情報、住民票関

係情報であって規則で定めるもの。介護保険給付

等関係情報であって規則で定めるもの。 

 別表第３（第５条関係）、情報照会機関、利用

事務、情報提供機関、特定個人情報。１の項、情

報照会機関、教育委員会、利用事務、余市町要保

護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱によ

る就学援助費の支給に関する事務であって規則で

定めるもの、情報提供機関、町長、特定個人情報、

住民票関係情報であって規則で定めるもの。地方
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税関係情報並びに地方税法による市町村民税及び

固定資産税の減免に関する情報であって規則で定

めるもの。国民健康保険法による国民健康保険料

及び地方税法による国民健康保険税の減免に関す

る情報であって規則で定めるもの。 

 ２の項、情報照会機関、教育委員会、利用事務、

学校保健安全法（昭和33年法律第56号）による医

療に要する費用についての援助に関する事務であ

って規則で定めるもの、情報提供機関、町長、特

定個人情報、住民票関係情報であって規則で定め

るもの。地方税関係情報並びに地方税法による市

町村民税及び固定資産税の減免に関する情報であ

って規則で定めるもの。国民健康保険法による国

民健康保険料及び地方税法による国民健康保険税

の減免に関する情報であって規則で定めるもの。 

 ３の項、情報照会機関、教育委員会、利用事務、

余市町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱によ

る就園奨励費の補助に関する事務であって規則で

定めるもの、情報提供機関、町長、特定個人情報、

住民票関係情報であって規則で定めるもの。地方

税関係情報であって規則で定めるもの。 

 以上、議案第８号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇14番（大物 翔君） この議案の趣旨はわかっ

たのですが、それに絡んでちょっと気になること

がございましたので、聞かせていただきたいので

すけれども、先日私たちも番号通知カードの写し

の提出を求められました。入力作業などを行って、

恐らく一定期間たった後に不用になった場合情報

を速やかに破棄する目的だとは思うのですけれど

も、恐らく職員の皆さんも同様に提出を求められ

たのではないかと私は想像するのですが、ところ

でその際に説明されなかった話がございまして、

一定期間保管するとは聞いたのですが、いつまで

保管して、用が済んだら直ちに破棄するというこ

との説明がなかったのでございます。私はここで

問題にしたいのは、不要なリスクを役場が抱え込

み続ける、しかもそれはいつまで抱えることにな

るのかをはっきり示していただけなかったという

ので一抹の不安を覚えるのですが、いつごろまで

にこの作業を全て終わらせて破棄する予定なのか

伺いたいと思います。 

〇総務課長（須貝達哉君） 14番、大物議員から

のご質問にお答えしたいと思います。 

 現在職員、さらには議員、さらには余市町から

報酬、給与等を支払っている部分についてのマイ

ナンバーに関する部分についてそれぞれ回収作業

をさせていただいているところでございます。こ

れにつきましては、職員につきましては先般年末

調整等に要する部分ということで28年度以降の扶

養者の部分というのですか、それらの部分につい

て、さらには職員そのものの番号を集めさせてい

ただいたところでございます。議員等につきまし

ても今後28年度以降給与、報酬等をお支払いする

段階で必要となってまいりまして、最終的には

29年の１月の段階までには全ての方々の番号、町

から報酬等を支払う部分につきまして全て集めな

ければいけないという形になろうかと思います。

それらにつきましての保管期限というのでしょう

か、マイナンバー回収した部分について、これら

については鍵のかかるようなロッカー等で保管す

ることになっておりますけれども、それら源泉徴

収等に必要となる部分の資料ということで、我々

としては７年の保管期限が必要ではないかなとい

うふうに考えておりますので、ご理解をいただき

たいと存じます。 

〇14番（大物 翔君） わかりました。７年とい

いますと、本当に重要書類の保管期限とたしかほ

ぼ同年数だったと思うのですけれども、私があえ

てこの話をこういう場で聞いた意図なのですけれ
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ども、ご承知のとおり、マイナンバーの番号通知、

それに付随するものというのは、言ってしまえば

個人情報の塊なわけではないですか。悪意を持っ

た第三者の危険にさらされるというのは、非常に

危険なものでもあるわけではないですか。そうい

うものをこれから役場というものは取り扱ってい

かなければいけない。そうなった際にこういう情

報物を管理する者としての姿勢なり、考え方とい

った点から考えたときに、これは非常に危険なも

のなのだというものを認識した上で、だからこう

いう方法で適切に処理しますから、よろしくご理

解のほどをという説明がなかったものですから、

大丈夫なのかなとやや不安になったものですから

聞かせていただいた次第でございます。答弁はよ

ろしいです。 

〇13番（安久莊一郎君） 今１つマイナンバーに

ついて心配なことが出されましたけれども、私は

まず町民の方がこの制度について本当によく知っ

てみえるのかというのが非常に疑問であります。

私が知っているもう大分年配になられた方がこの

制度のことが出たときに、自分の老後の蓄えとい

うのですか、今もし病気になれば非常に大変な事

態になるという世の中になっているので、蓄えが

全部この制度によって知らされてしまう、そうい

うおそれがあるからどうしたらいいだろうかとい

う話を聞いていますし、つまりそれは預貯金もそ

れに結びつけて集約してやろうという、そんな話

も出ているからだと思うのですけれども、やっぱ

りこれだけいろいろな個人の情報が集められて、

今保管が７年ということもありましたけれども、

それを政府のほうだとか自治体もきちんと管理す

るということだろうと思うのですけれども、政府

の国会での答弁でも100％完全に秘密漏えいです

か、情報が漏えいしないことはあり得ないと答弁

するようなもので、私も前に機会があったときに

話しましたけれども、外国等でも実際に実施され

ているところでいろいろそういう情報漏えいで非

常に被害、犯罪もかかわっていて大変だというこ

とになっていますから、やっぱり町がこれを取り

扱う場合も非常に慎重にやらなくてはいけないと

思います。なおかつ町民の方に、心配は自分の情

報が漏れていって、どう使われるかわからないと

いうところが一番心配だと思うのですけれども、

そのことをちゃんと理解してもらうための責任は

余市町にあると思うのです。そういうところがど

ういうふうにして考えられているのかお聞きした

いと思います。 

〇町民福祉課長（上村友成君） 13番、安久議員

のご質問にご答弁させていただきます。 

 まず、１点目、ご本人の情報が流出してしまう

のが怖いといった部分の心配でございますけれど

も、これにつきましては、先ほど議員のほうから

ございました預貯金情報等につきましてはまだ取

得している段階ではございませんので、その部分

についての答弁は差し控えさせていただきたいと

存じますけれども、情報の漏えい等につきまして

は、そのときとり得る最大限の情報漏えいに対す

る対策を施した上で実施してまいりたいと考えて

ございますので、ご理解賜りたいと存じます。 

 あと、町民に対する説明につきましては、現在

１月１日に向けて準備をしている段階でございま

すけれども、場面、場面ごとに町民の皆様に対し

ましては丁寧な説明に努めさせていただきたいと

考えてございますし、また来年、平成28年１月１

日以降には本格的に情報ネットワークを利用しま

して情報の取得等が始まるというふうに考えてご

ざいますけれども、それ以降につきましてはご本

人様のポータルサイトにおきましてどのようにそ

の情報が利用されたか、何の情報が利用されたか

というものはご本人に公開される形となる予定で

ございます。その状況を見ながら、また改めて町

民の皆さんにもご説明をさせていただきたいと考

えてございますので、ご理解賜りたいと存じます。 

〇12番（庄 巖龍君） 障害者の日常生活におけ
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るところの自立支援に関する支給でございます

が、こちらにつきましては同居世帯等、同居して

いるか、していないかということにつきまして町

の民生部、町民福祉課としましては、その辺につ

きましてはマイナンバーの導入とあわせて同居を

しているか、していないかということについての

把握につきましてはどのように認識をされていら

っしゃるのか、またどのようにして調べられてい

るのか、その辺についてお聞きしたいと思います。 

〇町民福祉課長（上村友成君） 12番、庄議員の

ご質問に答弁させていただきます。 

 障害者に対する世帯情報の把握についてのご質

問だと存じますけれども、現在障害者の情報の整

理につきましては、住民基本台帳等とつながった

システムを利用してございませんで、ほぼ手作業

でやっている状況でございます。当面につきまし

てはこの手作業が続きますので、今までどおり提

出していただいた書面をもって提供いただいて、

住民基本台帳等によって確認をさせていただくと

いうふうに考えてございますけれども、将来的に

はシステム化も考慮に入れていかなければならな

いと担当課としては考えてございますので、その

場面におきましてはまた改めて法に基づきまして

特定個人情報の取り扱い等を行っていくというふ

うに考えてございますので、ご理解賜りたいと存

じます。 

〇12番（庄 巖龍君） このことにつきましては、

障害者の方々が同居している、していないという

ことに関しましてこれが支給されていないという

方が私のほうにお話がございました。その辺を踏

まえまして、町のほうとしまして同居をしている、

あるいはしていないかによって支給額が全く変わ

ってくるということがありますので、この辺につ

きましては慎重に事を進めていただきたいと思い

ます。これは要望でございます。お願いいたしま

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。 

（「異議あり」の声あり） 

 異議がありますので、これより起立により採決

いたします。 

 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、議案第８号 余市町行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例案は、原案のとおり可決され

ました。 

 暫時休憩します 

休憩 午前１１時１９分 

再開 午前１１時２９分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第５、議案第９号 余

市町国民健康保険税条例の一部を改正する条例案
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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 余市町国民健康保険税条例の一

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につきましては、行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律及び行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律の施

行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に

伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令が平

成27年９月29日に公布され、平成28年１月１日か

ら施行されることに伴い、余市町国民健康保険税

条例につきましても所要の改正をいたすものでご

ざいます。 

 改正の内容といたしましては、国民健康保険税

の減免申請書記載事項に個人番号を追加する一部

改正でございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第９号 余市町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例案。 

 余市町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例を次のとおり制定する。 

 平成27年12月14日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町国民健康

保険税条例の一部を改正する条例。 

 余市町国民健康保険税条例（平成11年余市町条

例第８号）の一部を次のように改正する。 

 第25条第２項第１号中「及び住所」を「、住所

及び個人番号（行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律（平成

25年法律第27号）第２条第５項に規定する個人番

号をいう。）」に改める。 

 附則 

 条例は、平成28年１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をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議、ご決定

賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料と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。 

 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。 

（「異議あり」の声あり） 

 異議がありますので、これより起立により採決

いたします。 

 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、議案第９号 余市町国民健康保険税条

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６、議案第10号 余

市町介護保険条例の一部を改正する条例案を議題
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といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇高齢者福祉課長（坂本満彦君） ただいま上程

されました議案第10号 余市町介護保険条例の一

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につきましては、ただいま

議決を賜りました議案第９号と同様に、行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律及び行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律の施

行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に

伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令が平

成27年９月29日に公布され、平成28年１月１日か

ら施行されることに伴い、余市町介護保険条例に

つきましても所要の改正を行うものでございま

す。 

 改正の内容といたしましては、介護保険料の徴

収猶予及び減免に係る申請書の記載事項に個人番

号を追加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10号 余市町介護保険条例の一部を改正

する条例案。 

 余市町介護保険条例の一部を改正する条例を次

のとおり制定する。 

 平成27年12月14日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町介護保険

条例の一部を改正する条例。 

 余市町介護保険条例（平成12年余市町条例第

11号）の一部を次のように改正する。 

 第10条第２項第１号中「及び住所」を「、住所

及び個人番号（行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律（平成

25年法律第27号）第２条第５項に規定する個人番

号をいう。以下同じ。）」に改める。 

 第11条第２項第１号中「及び住所」を「、住所

及び個人番号」に改める。 

 附則 

 条例は、平成28年１月１日から施行する。 

 以上、議案第10号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議、ご決定

を賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料として新旧対照表を添付してお

りますので、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。 

（「異議あり」の声あり） 

 異議がありますので、これより起立により採決

いたします。 

 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、議案第10号 余市町介護保険条例の一

部を改正する条例案は、原案のとおり可決されま

した。 
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〇議長（中井寿夫君） 日程第７、議案第12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12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、委員であります木谷滋子氏が本年

９月９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29年３月31日までの残任期間でございま

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

いたしました。 

 氏名等を申し上げます。余市郡余市町黒川町

860番地56、佐藤ユリ氏、余市町女性団体連絡協議

会会長をされてございます。以上の方が政治倫理

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12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27年12月17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

余市町黒川町860番地56。氏名、佐藤ユリ。生年月

日、昭和14年10月５日生まれ。 

 以上、議案第12号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

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。 

 これより議案第12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12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） 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８、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、日程第９、諮問第２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、日程第10、諮問第３号 人権擁護委員の
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推薦につき意見を求めることについて、日程第11、

諮問第４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求

めることについての以上４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８ないし日程第11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） ただいま一括上程されま

した諮問第１号ないし諮問第４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活動いただいており

ます６名の人権擁護委員のうち、安田亘氏、澤野

宗一氏、山﨑正義氏及び芳賀よう子氏が平成28年

３月31日をもちまして任期満了となるところであ

り、このたび札幌法務局長から候補者の推薦につ

いてご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。 

 人権擁護委員につきましては、人権擁護委員法

第６条第３項に、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

について理解のある社会事業家、教育者、報道新

聞の業務に携わる者等及び弁護士会、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

ないとされており、今回議員各位のお手元に配付

してございます余市郡余市町黒川町10丁目71番

地、安田亘氏、余市郡余市町梅川町840番地２、澤

野宗一氏、余市郡余市町大川町８丁目５番地、芳

賀よう子氏、余市郡余市町富沢町10丁目27番地１、

山本茂雄氏を人権擁護委員としてそれぞれご推薦

申し上げる次第でございます。 

 それでは、４名の方の職歴等につきましてご説

明申し上げます。最初に、安田亘氏は、昭和46年

10月から現在に至るまで余市石油株式会社勤務、

昭和55年12月、余市石油株式会社代表取締役に就

任され、現在に至っております。昭和58年、余市

青年会議所第24代理事長、平成３年から現在に至

るまで余市商工会議所議員に就任、平成14年７月、

余市ロータリークラブ会長を歴任いたしておりま

す。人権擁護委員としては、平成19年１月から現

在に至るまで人権擁護委員に就任いたしてござい

ます。 

 次に、澤野宗一氏は、昭和63年６月から現在に

至るまで宗教法人乗念寺代表役員に就任されてお

り、平成11年12月から現在に至るまで余市町文化

財専門委員会委員に就任いたしております。人権

擁護委員としては、平成19年４月から現在に至る

まで人権擁護委員に就任いたしてございます。 

 次に、芳賀よう子氏は、平成20年７月から平成

24年３月まで特別支援教育支援員として余市町立

沢町小学校に勤務、平成24年４月から学習支援員

として余市町立沢町小学校に勤務し、現在に至っ

ております。人権擁護委員としては、平成25年１

月から現在に至るまで人権擁護委員に就任いたし

てございます。 

 次に、山本茂雄氏は、昭和58年４月から有限会

社丸山山本商店に勤務し、平成９年９月から現在

に至るまで同社代表取締役に就任されておりま

す。平成９年２月から平成17年１月まで余市町心

身に遅れをもつ子と共に歩む会代表に就任されて

おり、平成23年５月から現在に至るまで特定非営

利活動法人樹の杜の代表理事に就任いたしており

ます。 

 以上が４名の方の職歴等でございます。本町と

いたしましては、人権擁護委員として安田亘氏、

澤野宗一氏、芳賀よう子氏、山本茂雄氏が最も適

任であると判断し、ここにご提案申し上げる次第

でございます。 
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 なお、任期は平成28年４月から３年でございま

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27年12月17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

余市町黒川町10丁目71番地。氏名、安田亘。生年

月日、昭和20年10月３日生まれ。 

 続きまして、諮問第２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27年12月17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

余市町梅川町840番地２。氏名、澤野宗一。生年月

日、昭和31年12月10日生まれ。 

 次に、諮問第３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27年12月17日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをごらん願います。記、住所、余市

郡余市町大川町８丁目５番地。氏名、芳賀よう子。

生年月日、昭和28年12月７日生まれ。 

 次に、諮問第４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27年12月17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10丁目27番地１。氏名、山本茂雄。

生年月日、昭和36年１月23日生まれ。 

 以上、諮問第１号ないし諮問第４号につきまし

て提案理由をご説明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。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 まず、諮問第１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、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。 

 次に、諮問第２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、諮問第２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。 

 これより諮問第２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２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。 

 次に、諮問第３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、諮問第３号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより諮問第３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３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。 

 次に、諮問第４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、諮問第４号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより諮問第４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４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。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第12、発議案第１号 

 余市町議会会議規則の一部を改正する規則案を

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇18番（溝口賢誇君） ただいま上程になりまし

た発議案第１号 余市町議会会議規則の一部を改

正する規則案について、提案理由のご説明を申し

上げます。 

 このたびご提案申し上げました会議規則の一部

改正は、議会における欠席の届け出の取り扱いに

関し、社会情勢などを勘案し、女性議員が活躍で

きる環境を整備するためです。出産の場合の欠席

の届け出について新たに規定を追加するととも

に、条項追加に伴い所要の整理を行うものでござ

います。 

 なお、各議員のお手元に議案が配付されており

ますので、議案の朗読は省略させていただきます。 

 以上、発議案第１号についてその内容のご説明

を申し上げましたので、議員各位におかれまして

はよろしくご審議の上、ご賛同を賜りますようお

願い申し上げ、提案趣旨の説明とさせていただき

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。 

 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、発議案第１号については委員会の付託

を省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより発議案第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、発議案第１号 余市町議会会議規則の

一部を改正する規則案は、原案のとおり可決され

ました。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、さきに議会運営委

員会の委員長から報告がありましたように、日程

第13、意見案第１号 特別支援学校の「設置基準」

策定を求める要望意見書、日程第14、意見案第２

号 北海道の全ての子どもたちにゆきとどいた教

育を求める要望意見書、日程第15、意見案第３号 

 ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減

少症の治療推進を求める要望意見書の以上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13ないし日程第15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３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といたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、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 特別支援学校の「設置

基準」策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 北海道の全ての子ども

たちにゆきとどいた教育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 ブラッドパッチ療法の

保険適用及び脳脊髄液減少症の治療推進を求める

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16、意見案第４号 

 マイナンバー制度の円滑な運営に係る財源確保

等自治体の負担軽減を求める要望意見書を議題と
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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といたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、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４号については委員会の付託

を省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより意見案第４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４号 マイナンバー制度の円

滑な運営に係る財源確保等自治体の負担軽減を求

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17、意見案第５号 

 国の教育予算をふやして「高校無償化」を復活

し、給付制奨学金の確立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。 

 これより意見案第５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５号 国の教育予算をふやし

て「高校無償化」を復活し、給付制奨学金の確立

を求める要望意見書は、原案のとおり可決されま

した。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第18、意見案第６号 

 「新たな高校教育に関する指針」の見直しを求

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。 
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（「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。 

 これより意見案第６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６号 「新たな高校教育に関

する指針」の見直し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７号 

 社会保障の充実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７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７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７号 社会保障の充実を求め

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20、意見案第８号 

 「大学生への給付制奨学金創設」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。 
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 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第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。 

 これより意見案第８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８号 「大学生への給付制奨

学金創設」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９号 

 非婚ひとり親家庭に寡婦（夫）控除の適用を求

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 非婚ひとり親家庭に寡

婦（夫）控除の適用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10号 

 子どもの医療費助成への「罰則」廃止と、国の

制度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。 
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 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 子どもの医療費助成へ

の「罰則」廃止と、国の制度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23、意見案第11号 

 地方自治の尊重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） 

 起立少数であります。 

 よって、意見案第11号 地方自治の尊重を求め

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12号 

 マイナンバー制度の本格運用の凍結・中止を求

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。 
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 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 マイナンバー制度の本

格運用の凍結・中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25、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。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27年余市町議会第４回定例会

を閉会いたします。 

閉 会 午後 ０時１２分 
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