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平成２７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 ２時０１分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２７年９月１５日（火曜日）      

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開 議             

平成２７年９月１８日（金曜日）午前１０時

〇出 席 議 員  （１６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 

      〃      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 

〇欠 席 議 員  （２名）        

  余市町議会議員  ７番 近 藤 徹 哉 

      〃     １８番 溝 口 賢 誇 

 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 

  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 

  選挙管理委員会事務局長  小 林 広 勝 
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  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 １号 平成２７年度余市町 

      一般会計補正予算（第５号）    

  第 ２ 議案第 ２号 平成２７年度余市町 

      介護保険特別会計補正予算（第１号） 

  第 ３ 議案第 ３号 平成２７年度余市町 

      後期高齢者医療特別会計補正予算 

      （第１号）            

  第 ４ 議案第 ４号 余市町個人情報保護 

      条例及び余市町情報公開条例の一部 

      を改正する条例案         

  第 ５ 議案第 ５号 余市町手数料徴収条 

      例の一部を改正する条例案     

  第 ６ 議案第 ６号 北海道町村議会議員 

      公務災害補償等組合規約の変更につ 

      いて               

  第 ７ 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 ８ 議案第 ８号 北海道市町村総合事 

      務組合規約の変更について     

  第 ９ 議案第 ９号 工事請負契約の締結 

      について（除雪作業車等保管倉庫建 

      設工事）             

  第１０ 認定第 １号 平成２６年度余市町 

      水道事業会計決算認定について   

  第１１ 決議案第１号 並行在来線の存続等 

      に関する調査特別委員会設置に関す 

      る決議              

  第１２ 意見案第１号 国民皆保険の根幹を 

      維持し良質な医療の確保を求める要 

      望意見書             

  第１３ 意見案第２号 林業・木材産業の成 

      長産業化に向けた施策の充実・強化 

      を求める要望意見書        

  第１４ 意見案第３号 介護報酬の再改定を 

      求める要望意見書         

  第１５ 意見案第４号 泊原発再稼働をや 

      め、再生可能エネルギーの本格的普 

      及を求める要望意見書       

  第１６ 意見案第５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１７ 意見案第６号 子供の医療費無料化 

      の制度化と国庫負担削減の廃止を求 

      める要望意見書          

  第１８ 意見案第７号 地方創生に係る新型 

      交付金等の財源確保を求める要望意 

      見書               

  第１９ 意見案第８号 生活保護費削減及び 

      住宅扶助・冬季加算削減の撤回・中 

      止を求める要望意見書       

  第２０ 意見案第９号 「消費税１０％」実 

      施の中止を求める要望意見書    

  第２１ 意見案第１０号 所得税法第５６条 

      の廃止を求める要望意見書     

  第２２ 議員の派遣について        

  第２３ 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３回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は16名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 
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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。 

〇８番（吉田浩一君） 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。新たに追加されました

案件は、議案１件、決議案１件、意見案10件、議

員の派遣について、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９号 工事請負契約の締結に

ついて（除雪作業車等保管倉庫建設工事）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、決議案第１号 並行在来線の存続等

に関する調査特別委員会設置に関する決議につき

ましては、即決にてご審議いただくことに決しま

した。 

 日程第12、意見案第１号 国民皆保険の根幹を

維持し良質な医療の確保を求める要望意見書ない

し日程第21、意見案第10号 所得税法第56条の廃

止を求める要望意見書、以上意見案10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６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22、議員の派遣についてにつきましては、

即決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第23、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、決議案１件、意見案10件、

議員の派遣について、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、決議案１件、意見案10件、

議員の派遣について、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） 次に、諸般の報告をいた

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20日から23日までの４日間、石川県かほ

く市、長野県東御市に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） 日程第１、議案第１号 平

成27年度余市町一般会計補正予算（第５号）を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（嶋  保君） ただいま上程されました

議案第１号 平成27年度余市町一般会計補正予算
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（第５号）について、その概要をご説明申し上げ

ます。 

 今回ご提案いたします補正予算につきまして

は、余市協会病院バス路線運行維持対策に係る補

助金、社会保障・税番号制度に係る通知カード、

個人番号カード発行等事務交付金、寄附に伴う各

種基金への積立金等の補正計上を行ったものであ

ります。 

 次に、ただいま申し上げました以外の各款にお

ける主な補正内容について歳出からご説明申し上

げます。総務費におきましては、老朽化したマイ

クロバスの更新に係る借り上げ料とふるさと納税

謝礼品の増額補正計上を行ったものであります。 

 民生費におきましては、平成26年度臨時福祉給

付金事業等の各国庫補助事業の事業費確定に伴う

返還金と放課後児童クラブの畳購入費の補正計上

を行ったものであります。 

 衛生費におきましては、美園墓地のり面等測量

業務委託料の補正計上を行ったものであります。 

 農林水産業費におきましては、環境保全型農業

直接支払交付金の補正計上を行ったものでありま

す。 

 商工費におきましては、補助申請の増に伴う空

き店舗等活用支援補助金及び宇宙記念館の冬期開

館に伴う経費の増額補正計上を行ったものであり

ます。 

 土木費におきましては、排水機場の点検回数の

増に伴う機械設備点検業務委託料の増額補正計上

を行ったものであります。 

 教育費におきましては、通学バス運行委託料の

増額補正計上を行ったものであります。 

 次に、歳入についてご説明いたします。歳入に

つきましては、国、道支出金等の特定財源に求め

るとともに、必要となる一般財源については繰越

金に財源を求め、歳出との均衡を図ったものであ

ります。 

 この結果、今回の補正予算額3,190万6,000円を

既定予算に追加した予算総額は85億163万3,000円

と相なった次第であります。 

 以上、今回ご提案いたしました補正予算（第５

号）について、その概要をご説明申し上げました

が、詳細につきましては担当課長よりご説明申し

上げますので、よろしくご審議、ご決定賜ります

ようお願い申し上げます。 

〇財政課長（山本金五君） 議案第１号 平成27年

度余市町一般会計補正予算（第５号）。 

 平成27年度余市町の一般会計の補正予算（第５

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3,190万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ85億163万3,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成27年９月15日提出、余市町長、嶋  保。 

 歳出からご説明申し上げます。４ページをお開

き願います。４ページ上段でございます。３、歳

出、２款総務費、１項総務管理費、４目財産管理

費、補正額450万8,000円、14節使用料及び賃借料

121万8,000円につきましては、町所有のマイクロ

バスの老朽により更新に係るバス借り上げ料の計

上でございます。25節積立金329万円につきまして

は、寄附による社会福祉施設等建設基金積立金

50万円、財政再生基金積立金100万円、余市町の未

来を担う人づくり基金積立金159万円、図書整備基

金積立金20万円の計上でございます。 

 ５目企画費、補正額540万円、８節報償費40万円

につきましては、ふるさと納税謝礼品の追加計上

でございます。19節負担金補助及び交付金500万円

につきましては、余市協会病院バス路線運行維持

対策事業補助金500万円の追加計上でございます。 

 ２款総務費、２項徴税費、１目税務総務費、補

正額３万9,000円、１節報酬３万円、９節旅費
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9,000円につきましては、固定資産評価審査会開催

回数の増に伴う追加計上でございます。 

 ２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸

籍住民基本台帳費、補正額771万2,000円、４節共

済費７万2,000円、７節賃金48万円、14節使用料及

び賃借料10万円、19節負担金補助及び交付金706万

円につきましては、通知カード、個人番号カード

発行等事務に係る臨時職員賃金、借り上げ料、交

付金の計上でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総

務費、補正額15万円、23節償還金利子及び割引料

15万円につきましては、平成26年度に実施しまし

た臨時福祉給付金確定に伴う事業費国庫補助金返

還金14万5,000円、事務費国庫補助金返還金

5,000円の計上でございます。 

 ３款民生費、２項児童福祉費、２目児童措置費、

補正額30万1,000円、23節償還金利子及び割引料

30万1,000円につきましては、平成26年度に実施し

ました保育緊急確保事業補助金確定に伴う国庫補

助金返還金27万円並びに子育て世帯臨時特例給付

金確定に伴う事業費国庫補助金返還金３万円、事

務費国庫補助金返還金1,000円の計上でございま

す。 

 ７目放課後児童対策事業費、補正額33万

9,000円、18節備品購入費33万9,000円につきまし

ては、放課後児童教室の畳購入のための備品購入

費の追加計上でございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、４目保健衛生費、

補正額195万円、13節委託料195万円につきまして

は、美園墓地のり面測量業務の計上でございます。 

 ４款衛生費、２項清掃費、１目じん芥処理費、

補正額ゼロ円につきましては、寄附による財源の

組みかえ計上でございます。 

 次のページをお開き願います。６款農林水産業

費、１項農業費、３目農業振興費、補正額248万

8,000円、19節負担金補助及び交付金248万8,000円

につきましては、環境保全型農業直接支払交付金

の計上でございます。 

 ７款商工費、１項商工費、２目商工振興費、補

正額160万円、19節負担金補助及び交付金160万円

につきましては、空き店舗等活用支援事業補助申

請の増に伴う補助金の追加計上でございます。 

 ７目宇宙記念館管理運営費、補正額197万

6,000円、７節賃金75万円、11節需用費122万

6,000円につきましては、宇宙記念館の冬期特別開

館に要する賃金並びに燃料費等の需用費の追加計

上でございます。 

 ８款土木費、３項河川費、１目河川総務費、補

正額449万円、13節委託料449万円につきましては、

排水機場等点検回数の増に伴う機械設備点検業務

委託料の追加計上でございます。 

 10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費、

補正額85万3,000円、13節委託料85万3,000円につ

きましては、貸し切りバス運賃適正化により通学

バス運行委託料の年度末までの不足見込み額の計

上でございます。 

 10款教育費、４項社会教育費、２目中央公民館

総務費、補正額10万円、18節備品購入費10万円に

つきましては、寄附に伴う備品購入費の追加計上

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。

２ページをお開き願います。２ページ中段でござ

います。２、歳入、12款分担金及び負担金、１項

負担金、１目民生費負担金、補正額33万9,000円、

１節児童福祉負担金33万9,000円につきましては、

放課後児童クラブ利用者増に伴う追加計上でござ

います。 

 13款使用料及び手数料、１項使用料、６目商工

使用料、補正額154万5,000円、１節商工使用料

154万5,000円につきましては、余市宇宙記念館の

冬期特別開館に伴う使用料、入館料の追加計上で

ございます。 

 14款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費

国庫補助金補正額769万8,000円、１節総務費国庫
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補助金769万8,000円につきましては、歳出でご説

明申し上げました通知カード、個人番号カード発

行に伴う社会保障・税番号制度構築補助金706万

円、個人番号カード交付事務補助金63万8,000円の

計上でございます。 

 ５款道支出金、２項道補助金、４目農林水産業

費道補助金、補正額186万6,000円、１節農業費道

補助金186万6,000円につきましては、歳出でご説

明申し上げました環境保全型農業直接支払交付金

に伴う道補助金の計上でございます。 

 15款道支出金、３項委託金、３目土木費委託金、

補正額449万円、１節樋門管理委託金449万円につ

きましては、歳出でご説明申し上げました機械設

備点検業務委託料の増に伴う余市川排水ポンプ場

管理委託金の追加計上でございます。 

 17款寄附金、１項寄附金、２目総務費寄附金、

補正額259万円、１節総務費寄附金259万円につき

ましては、余市町の未来を担う人づくり寄附金で

ございます。寄附者のご芳名を申し上げます。町

外在住、沼倉歩様からの１万円、石谷崇様からの

１万円、涌島正成様からの１万円、植田浩司様か

らの１万円、原昌範様からの２万円、宮川美和子

様からの１万円、そのほか匿名希望97名の方、合

計147万円と町内在住、成木紀子様からの５万円、

並びに財政再生寄附金として自治労余市職員労働

組合様からの100万円でございます。 

 ３目民生費寄附金、補正額50万円、１節民生費

寄附金50万円につきましては、社会福祉寄附金で

ございます。寄附者のご芳名を申し上げます。西

本裕一様からの10万円、谷川淑郎様からの30万円、

渡辺由郎様からの10万円でございます。 

 ４目衛生費寄附金、補正額1,000円、１節衛生費

寄附金1,000円につきましては、環境対策事業寄附

金としましてイオン北海道株式会社様からの

660円でございます。 

 ５目教育費寄附金、補正額30万円、１節教育費

寄附金30万円につきましては、中央公民館備品購

入寄附金としまして国際ソロプチミスト様からの

10万円、図書館図書購入寄附金としまして浅黄義

嗣様からの10万円、澤辺英子様からの10万円でご

ざいます。いずれもご寄附をいただいた方のご意

向に沿った予算措置をさせていただいたものでご

ざいます。 

 19款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

1,257万7,000円、１節繰越金1,257万7,000円につ

きましては、必要となる一般財源の追加計上でご

ざいます。 

 以上、議案第１号につきましてその提案理由を

ご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、

ご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。 

〇２番（吉田 豊君） ５ページの一番下です。

じん芥処理費の３億4,424万6,000円、これに伴っ

て340円分について質問しますから。 

 今寄附あって、660円と言っていた。その660円

をここの特財に充てた。まず、聞きたいことは、

要するに1,000円に満たない特財のこの補正で、ど

うして財源組みかえしたのか。一般財源落とした

でしょう。なぜそういうふうに落としたのか。と

いうのは、寄附金の考え方も自由に使えるという

ような考え方も持っている人いるのだけれども、

実際問題寄附金というのは自由に使える金ではな

いから、全て特財だから、ふるさと納税だろうが。

そういう形の中でどうして組みかえ予算にしたの

か。予算の調製の仕方と決算のあり方の中では、

小さなたった340円かもしれないけれども、ちょっ

と理解しにくいので。金額が大きくても小さくて

も同じなので、理解しにくいのです。 

〇財政課長（山本金五君） ２番、吉田議員から

の寄附金の考え方、予算の計上の考え方について

私のほうからご答弁申し上げます。 

 まず、寄附金の受領に当たりましては、寄附者
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のご意向に沿った形で、これを貴重な財源として

予算措置すべく、これにつきましてもご質問にあ

りましたとおり一般財源という考え方ではなく、

特定財源、その目的に沿った形での使用というこ

とが原則かというふうに考えてございます。 

 ご質問の予算措置の考え方につきましては、こ

のたびにつきましても同様に金額の多寡にかかわ

らず寄附者のご意向に沿った使用が求められるこ

とから、その使用目的を予算書に明記していくと

いう形をとるべきであろうという判断の中で、

1,000円に満たない金額ではございましたが、この

たびの補正計上としたところでございますので、

ご理解願いたいと思います。 

〇２番（吉田 豊君） 地方自治体の予算は、

1,000円で表示されるわけだから、今の言っている

ことは間違いとか間違いではないとかということ

ではないのだ。1,000円以下の寄附金を財源のその

他の特財で見るのが今言ったようにそういう考え

方で計上したということはわかるけれども、なぜ

それでは一般財源を1,000円落とすのか。当初予算

の３億4,424万6,000円をきちんと仮に執行したと

する。この予算をきちんと執行したとするでしょ

う。そうすると、財源不足額340円出るのでない。

だから、組みかえ予算を考えるのではなくて、た

だ1,000円を増額予算すればいいだけでないのか。

だから、今言ったように仮に当初予算がそのまま

執行されれば、一般財源は不足してしまうという

こと、300円ぐらい。違うの。1,000円に満たない

のだから。そうすれば、1,000円に満たなかった部

分がどこからかの節から流用するか、あるいは再

補正しないと決算時点では数値がそういう数値に

なってきてしまうのでない。だから、1,000円以下

のそのものについては、一般財源を落とさないと

いう考え方しなかったらまずいのでないか。そう

思うのです。だって、340円もう不足しているでし

ょう、現実的には。だから、六百何ぼだから1,000円

でするのはいいのだ。寄附者の意向だし、それで

1,000円で計上するのはいいけれども、一般財源落

としてしまったら340円不足するのでない。だっ

て、もともとそこ1,000円でないのだから。予算は

1,000円で見ているのだけれども、現実の金は、寄

附の額は660円なのだから。そうすると、一般財源

を落とす必要がないのでない。 

 どうしてこういうことを質問するかといえば、

ただ単に340円とかそういう意味ではないわけ。寄

附だとかそういうものというのは、非常に厳格な

取り扱いをしなければだめなのだ。だから、当初

予算を調製するときに特別財源で寄附をあらかじ

め見ることも可能な要素であるということは、そ

うすると予算組んで一般財源がなければそこで調

整行為ができる手法もあり得るということなの

だ。あり得るということ。誰がどういうふうに寄

附してくるのかわからないけれども、それでは調

製してみたけれども、金どうしても500万円出なか

ったということになったら、手数料を減らすとい

う考え方もするかもしれない。だけれども、現実

的にそんな手数料は入ってこないかもしれない。

でも、逆に寄附なら入ってくるから、寄附を当初

予算から見ようという手法も、そういう考え方も

成り立ってくるわけ。だから、寄附というのは厳

格に取り扱わなければだめだから、そういうこと

言っているわけ。 

 だから、今ふるさと納税でお金入ってきている

でしょう。それは、未来を担う人づくりのところ

にきちんと持っていって厳格に積み立てるから、

それはきちんとした目的に使うのだから、その謝

礼についてはきちんと一般財源で見ましょうとい

う、そういう約束事なのだから。だけれども、こ

の場合は、そういうきちんと約束事があるのだか

ら、その約束事どおりすれば一般財源は1,000円は

落ちないでしょうということを言っているのだ、

660円しかないのだから。このまんまきちんとゼロ

円になるまで執行されたら一般財源は足りなくな

るでしょう、340円。足りなくならないというのな
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ら足りなくならないと言ってくれれば、足りなく

なるのなら足りなくなると言ってくれればいいけ

れども。寄附を使っていろいろな調整をされたら、

非常に困るわけだから。どこでどう出てくるかわ

からないけれども、これは明らかに私からすれば

ちょっとしたミスでないかなと思うのだけれど

も、その辺はどうですか。 

〇財政課長（山本金五君） ２番、吉田議員から

の再度寄附の性格、それから予算の計上の仕方、

全般にわたる点につきまして私のほうからご答弁

申し上げます。 

 まず、吉田議員からのご指摘のとおり、予算の

調製というのは1,000円単位で行うと。その結果、

1,000円未満の端数処理を今後どういうふうにし

ていくかという部分のご質問も含んでの話かとい

うふうに存じます。まず、寄附の予算措置の考え

方から先にご説明させていただきたいと思いま

す。まず、寄附につきましては、寄附を受領する

か、しないかから検討しなければならない部分が

ございます。これにつきましては、地方自治法96条

の中で負担金つきの寄附の受領につきましては、

これは議会の議決を得なければ収入することがで

きないといった点もございます。このようなもの

に該当しないものであれば、寄附金を収入すると

いうことになります。ただ、この寄附金につきま

しても、これは予算書に明記した中でなければ支

出することができない、消費することができない

というような考え方になりますので、このたびの

衛生費におきます寄附につきましては、その寄附

者のご意向を聞いた中で、じん芥処理費に充当し

てほしいというご希望を聞いた中で現在それに該

当する事業にその分を予算を組みかえて計上した

ということでございます。その結果、このたびに

つきましては寄附額が1,000円未満ということに

なりますので、吉田議員のご指摘どおり、歳出が

1,000円ぴったりまで使い切ったと。その結果歳入

についても当該部分について三百何がしのお金が

不足するといった場合の措置につきましては、こ

れは歳入全体の中でそれらのものを最終的には補

填していくという考え方になろうかと思います。 

 ２点目の当初予算段階も含めた中での寄附金の

性格ということになろうかと思います。まず、歳

入につきましては、予算編成上一番大事な点につ

きましては過大計上にならない、その辺の収入の

捕捉の仕方ということが適切かどうかということ

が問題になろうかと思います。このたびの寄附金

の件につきましては、まずこれはもう収入済みで

あるということと、それから寄附者のご意向に沿

った形で本年度の事業の中で充当させていただい

たということでございます。その端数処理の点に

つきましては、今後これらの扱いについて歳入全

体としてのバランスがとれているか、歳出とのバ

ランスがちゃんととれているかということにつき

ましては、十分留意して予算調製をしてまいりた

いというふうに考えてございますので、ご理解願

いたいと思います。

〇２番（吉田 豊君） 答弁は理解できる。この

種の寄附は、以前はたしか10万円以上あった。レ

ジ袋の益金を、きのうも５円で買いましたけれど

も、買い物行ったとき、私何も持っていないから、

袋下さいと言ったら５円だったかな。その５円の

中の１円以下のものは益金で出る。それを地方自

治体に寄附しているのだけれども、このままの形

でいったら、みんなマイバッグ持っているし、か

ごもみんな持っているから、これ毎年出て寄附し

てくれるのは結構なことだけれども、最後になっ

たら何百円になってしまう。100円とか200円とか、

年々減っていっているのだから。今どこの主婦の

人もあそこの中でレジ袋下さいと言う人は、私も

しょっちゅう行くけれども、余り聞いたことない

から、これからのことも考えたら、そういうこと

もよく考えておいたほうがいいと思います。 

 それから、もう一つは、寄附金は財源調整の金

ではないということははっきり言ってほしい。そ
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れはなぜかといえば、財源を調整したけれども、

赤字になりそうで危なくなるから、それなら寄附

金で調整しておけとか、それは手数料で調整する

よりも非常にうまくないことだから。だけれども、

そういう可能性が含まれる金であることは理解し

ておいてもらいたい。だから、予算調製するとき

に財源内訳の特財のところでその他でぼんとのせ

ておいたら、これ寄附見込んでいるから計上しま

したと。それでは、その予算書そのものが違法か

といえば違法でもないのだから。だって、寄附の

額というのはおよその額わかるわけだから。明ら

かに当初予算の款項目節の中にきちんと寄附金と

いうやつもあるのだから。だからといってその額

を安易に当初予算の財源調整の額にしてもらって

は困るということを理解しておいてもらいたい。 

〇財政課長（山本金五君） ２番、吉田議員から

再度の当初予算編成段階における寄附金の扱い方

についてのご質問につきまして私のほうからご答

弁申し上げます。 

 まず、１点目に、僅少な額の場合の予算措置の

取り扱いにつきましては、今後他町村の状況も踏

まえた中で、どう編成すべきなのかという部分に

つきましては研究させていただきたいと思いま

す。 

 次に、当初予算段階での財源調整も含めた中で

のその考え方についてご答弁申し上げます。まず、

予算計上、編成方針につきましては、地方財政法

の中でその規定が設けられてございます。具体的

には第３条かと考えてございます。その第３条の

中での第２項の中で収入に関する規定がございま

す。収入の算定に当たっての基本原則は、財源捕

捉の的確性と経済情勢に対する即応性であること

というふうにされてございます。これは、収入に

当たってそれを正確に捕捉しなさいと。税収であ

れば課税客体ですとか、収入であれば今後の入り

込み数であるとか、その他国に関するものであれ

ば地方財政計画、その他参考資料をもとに過大な

見積もりにならないように努めなければならない

というような形で整理されているところでござい

ます。当然寄附金につきましては、寄附者のご意

向というものがございますので、これを当初段階

からどのように見積もっていくかというところが

この編成に当たっての考え方になってこようかと

いうふうに考えてございます。現時点におきまし

ては、あくまでも寄附金につきましては、これは

特定財源という形での措置というふうに考えてご

ざいますので、その年度に該当する事業があって、

寄附も的確に把握できるものであればその年度の

財源という形になろうかと思いますけれども、通

常はその辺の捕捉は難しいというふうに考えてご

ざいますので、本町の当初予算編成、現在の考え

方としましては、寄附金という性格上収入として

計上することは、財源として捕捉することは困難

であり、過大見積もりとなることも懸念されると

いうところから、現在は当初予算段階での計上は

なかなか難しいのかなというふうに考えていると

ころでございます。 

〇14番（大物 翔君） 私大きく分けて３点お伺

いしたいことがございまして、１つは個人番号カ

ード、マイナンバー制度なのですけれども、これ

は間もなく実行に向けて本格的に作業のほうが始

まっているとは思うのですけれども、この中でこ

のマイナンバー制度を導入した結果、我が町とし

てはどれだけ今かかっている行政コストを削減で

きるのかと。要はいろいろな情報を連結させて利

便性を向上させると、利用者にとってメリットが

あるようにするというのがこの制度のそもそもの

本来の趣旨であると。であるならば、それを実際

に所管していく町としても恐らくメリットがある

からこういう制度が進んでいるのではないかと勝

手に解釈しているのですけれども、逆に負担がふ

えてしまえば町としてはたまったものではないわ

けではないですか。 

 ２つ目に、これによって仮に行政コストが抑え
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られるとするのであれば、ではどの程度職員の作

業負荷は低減できると見ているのか。 

 そして、３つ目、多分これは町に住んでいる皆

さんが特に不安になっていることなのですけれど

も、先日年金機構の個人情報流出などございまし

たけれども、通信ネットワークという性格上専用

回線でも使わない限りセキュリティーが万全とい

うことは残念ながらないはずなのです。仮にそう

した事件が起きた場合、どの程度の追加コスト並

びにセキュリティー強化のための費用が継続して

見込まれるのか、その辺をお伺いできたらと思い

ます。もし予算の趣旨から外れていたら申しわけ

ないのですけれども、よろしくお願いします。 

〇町民福祉課長（上村友成君） 14番、大物議員

の通知カード、個人番号カードに関するご質問に

ご答弁させていただきます。 

 まず、１点目でございます個人番号カード等の

導入によりまして行政コストが下がるかどうかと

いうご質問でございますけれども、この個人番号

カードの性格上、これを使われる町民の皆様のコ

ストといいますか、費用が軽減されるというのが

まず第一でございます。行政コストにつきまして

は、今のところ明確にこれが下がるといったもの

はございませんので、ご理解いただきたいと存じ

ます。２点目の部分についてもこれで答弁とさせ

ていただきたいと思ってございます。 

 ３点目にございました情報流出等が考えられる

セキュリティーの構築に対しての費用の増加でご

ざいますけれども、現在このマイナンバーにかか

わります町と国等の通信につきましては、ＬＧＷ

ＡＮというある程度閉鎖された通信回路を使って

ございます。これにつきましては、外に出るとい

うものではございません。各町村、国等でインタ

ーネット接続されている機械もございますけれど

も、それにつきましては明確にネットワークを分

けるという措置を現在講じてございます。今後技

術の進歩によりまして、セキュリティー対策等の

費用がかかってくる可能性はございますけれど

も、現時点ではとり得る万全のセキュリティーを

余市町としてはとっているというふうに考えてご

ざいますので、当面ですけれども、セキュリティ

ーに対する費用につきましては追加される予定は

ございませんということでご理解いただきたいと

存じます。 

〇14番（大物 翔君） ということは、コストも

ろもろについては、残念ながら今の時点ではわか

らないと。私のぱっと聞いた限りでは、やってみ

ないとという部分があるのが正直な点だとは思う

のですけれども、ただやっぱり私個人として心配

だったのが先日の質問の中でも極めて財政は厳し

いと。その中で追加の出費が余計に見込まれると

なれば苦しさは増すばかりだなと。ちょっと恐ろ

しいなと思ったのが国の制度でやるとなった以上

は、最後は従うしかないという部分もあるのかと

は思うのですけれども、ただそれによって町財政

を圧迫されるのではたまったものではないという

部分もあるのかなと思いまして、この話をいたし

ました。 

 先ほどのＬＧＷＡＮ回線についてなのですけれ

ども、これはほかの情報通信とは一切関係しない

専用回線と解釈してよろしいのかなと思いまし

て、そのことを再度お聞きしたいと思います。 

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。 

 ただいまご質問ありましたＬＧＷＡＮ回線でご

ざいますけれども、これは地方公共団体等が使用

しております総合行政ネットワークという回線を

使ってございまして、ナンバー制の関係でいきま

すと中間プラットホームというところがございま

す。そこに国のほうは霞が関ＷＡＮという回線で

閉鎖された回線で入っていきまして、私ども地方

公共団体につきましてはただいまご説明いたしま

したＬＧＷＡＮ回線という特別な回線で入ってい

くということで、限られた形での回線ということ
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でご理解をいただきたいと思います。 

〇14番（大物 翔君） 技術的な話ばかりで申し

わけないのですけれども、極めて閉鎖された限ら

れた回線だとはいいますけれども、恐らく最終的

にその配線網を管理しているのはＮＴＴだと思う

のですけれども、ネットワークに関しては。例え

ば通常の業務を行っているインターネット通信、

ホームページだとか最新の情報などを提供したり

するのとそういうセキュリティーの個人情報関係

を扱うものとケーブルは恐らく同じものだと思う

のです。専用の線が引いてあって、そっちでやり

とりしているわけではないと。とすれば同じケー

ブル内を違う種類のデータが行き交っていると。

壁を引いて、こっちは普通に入れるけれども、こ

っちは閉鎖しているから入れませんというふうな

技術になっているのではないかなと思うのですけ

れども、それでもスパイ映画の世界ではないです

けれども、その線に外部から侵入を試みるという

ことは大いに考えられると。どんなに万全だとは

いいましても残念ながら人のつくるものでござい

ますので、その懸念は拭えない。管理書類などの

場合でしたら、今までの制度でしたら各部課で管

理されていた部分もあると思うので、流出しても

例えば年金の今回の事件であれば年金に関するデ

ータという極めて限定されたものだけの流出でと

どまることができたと。ところが、今回は連結し

てまいりますので、そうすると全部の情報が流れ

てしまう可能性がある。すぐに気がつけば対処も

しやすいですけれども、この間の年金機構の第三

者委員会の報告書などによると、発生してからか

なり時間がたってから発見されて、慌てて対応し

たというふうな記述も見られましたので、その辺

の情報管理などについてはどう考えていらっしゃ

るのか。 

〇町民福祉課長（上村友成君） 14番、大物議員

の再度のご質問に答弁させていただきます。 

 私のほうからは、ＬＧＷＡＮ回線の性格につい

て説明させていただきます。ＬＧＷＡＮ回線につ

きましては、銀行等で利用しておりますＡＴＭの

回線と同一の規格を使ってございます。これにつ

きましては、過去外部からの侵入といったものの

一切被害としてはなかったという部分がございま

す。１度流出事故というのがあったように記憶し

てございますが、これは内部の方が行われた行為

というふうに聞いてございます。基本的には通常

の皆さん使っておられますインターネット回線と

は帯域、使っている領域と別になってございます

ので、そういった点の心配はないものと考えてご

ざいますので、ご理解いただきたいと存じます。 

〇総務課長（須貝達哉君） ただいま14番、大物

議員からの情報が連鎖してデータが盗まれること

はないのかというようなセキュリティー上の問題

でございますけれども、今回のナンバー制につき

ましては、先ほどお話しいたしました中間サーバ

ープラットホームというものが地方公共団体情報

システム機構というところで全国２カ所に設置さ

れるわけでございまして、そちらのほうに国はそ

れぞれ先ほど申し上げました回線で入っていく。

地方公共団体もＬＧＷＡＮという回線で入ってい

くということで、それぞれのデータがどこかで一

元管理されているということではなくて、それぞ

れの事業所といいますか、公共団体なり、政府な

りでそれぞれの情報が今と同じような形で管理さ

れているわけでございます。そこに番号でひもを

つけるというのでしょうか、そういった形でひも

をつけて情報を持っていくような形になりますの

で、何らかのセキュリティー上の問題で芋づる式

に全部のデータが盗まれるというようなことは発

生しないのか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思います。 

〇15番（中谷栄利君） 私も今回の補正予算にか

かわって個人番号制の問題について、個人カード、

マイナンバーについて質問させていただきます。 

 10月の実施前までに既に政府のほうで拡大し
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て、預貯金についてなどもこの対象にしようとし

ていることがつい先ほど報道されています。当初

マイナンバーに当たっては、住民票だとか年金番

号、そういったものを一元管理化することによっ

て住民にとって利便性があるということでのふれ

書きで事を進めようと、そのことで動いているも

のと思われますが、政府の意図によって国民の収

入管理も盛り込んでいく、さらにはさまざまな健

康診断の情報なども拡大していく考え方もありま

すので、そういった政府の意図によってこのマイ

ナンバーについての情報がどんどん追加されてい

く、そういった危険性について担当課のほうでは

どのように認識されているのかお伺いしたいと思

います。 

〇総務部長（前坂伸也君） 15番、中谷議員のマ

イナンバーの法改正にかかわるご質問だと思いま

す。私のほうからご答弁を申し上げます。 

 ただいまご質問にありましたが、マイナンバー

法の改正案については、活用範囲を拡大する法案

につきまして９月上旬、衆議院の本会議で可決し、

成立しております。改正案の主な内容は、当面任

意ではございますが、預貯金口座へのマイナンバ

ーの付番、さらにはメタボ健診や予防接種の記録

など医療分野における利用範囲の拡充などとなっ

ております。そのように理解しております。 

 その考え方というか、基本的な町の考え方でご

ざいますが、議員ご指摘のとおり、この制度の導

入に当たりましては番号の漏えいや個人情報の不

正利用、さらには国家の監視強化といった懸念が

示されているということも認識しておりますが、

町の立場といたしましては国が責任を持って不正

防止対策の徹底やその運用に万全を期していただ

きまして、国民の理解を得た中で進めていただく

ことを期待しておるところでございます。そうい

った中で、町としても国の方針に従って適切に事

務を進めてまいりたいと、このように考えており

ます。 

〇15番（中谷栄利君） このマイナンバーについ

て国民の認知度というのは、いろいろな報道等も

あるのですけれども、まだ正直言って十分知られ

ていない。言われているのは、要するに社会保障

についての年金やそういったもの、健康保険証の

番号等、それは一元管理化して利便性があるから、

ぜひやっていきましょうという政府の進めている

内容しか浸透していない。その一方で、弁護士団

体や各医療保険団体等は、国民の権利の問題につ

いて非常に危険があるということを訴えている。

そういったことについてのまださまざまな情報が

錯綜している中で、正確なことがまだ浸透してい

ない。そういった中で先ほど言った預貯金の問題

について、それから健康診断について、政府の意

図によってこの個人番号についてどんどん情報が

追加拡大されていくことが可能であれば、重大な

問題だと思います。国民の収入、財産の実態を政

府がつかみ、税と保険料の徴収強化並びに社会保

障の給付削減を押しつける、こういうことにつな

がりかねない。そういったことで各医療保険団体

がこの問題についてかねてから、構想の段階から

指摘して、このことについては危険であると訴え

ています。 

 なおかつ情報管理の問題で、先ほど大物君のほ

うでも指摘をしておりますが、安全、安心という

ものは国民の理解得られていません。そういった

中で、10月１日から通知を発行していくという中

で進めていくということが先走っている中で、国

民の、住民のこういった安全、安心の管理問題が

置き去りにされていることに対して重大な問題で

はないかということを考えております。 

 個人番号について今預貯金、健康診断の問題の

情報ということがありましたが、これからもさら

にこういった内容で拡大していく、そういったこ

とに対して町行政として住民の安全、安心をどう

やって守っていく、そのことに対しての規制を訴

える、そういった取り組みはどのように考えてい
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こうとしているのかお伺いするものです。 

〇総務部長（前坂伸也君） 15番、中谷議員の再

度のご質問にご答弁を申し上げます。 

 国民の、住民の認知も含めていろいろご指摘を

いただいたところでございますが、先ほどの答弁

の繰り返しとなりますが、年金の情報の流出問題

等々によって国民はこの制度に大きな不安を持っ

ているのは事実でございます。町としても、先ほ

どもご答弁申し上げましたが、国には国民への説

明を含めて個人情報の保護については責任を持っ

て対応していただきたいと考えておりますし、町

としても当然のことではありますが、運用に当た

っては情報の管理の徹底を図るなど、万全を期し

て事務を進めてまいりたいと考えておりますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。 

〇４番（岸本好且君） １点だけお聞きします。 

 ５ページ、３款民生費の中の放課後児童対策事

業費の33万9,000円、先ほどのお話ですと畳の張り

かえということでお聞きしました。これは、今放

課後児童の関係については３校で実施をされてい

るということなのですけれども、どこの場所なの

か、３校ともなのか、その辺お聞きします。 

〇町民福祉課長（上村友成君） ４番、岸本議員

の放課後児童クラブに関します備品購入費の補正

についてご説明させていただきます。 

 こちらの33万9,000円につきましては、黒川小学

校にございます若あゆクラブ１組、２組、２教室

ございますけれども、こちらが開設時からずっと

使っております畳を今回確認しましたところ非常

に腐っていたということで、補正計上とさせてい

ただいて、急遽36枚かえさせてもらうものでござ

いますので、ご理解いただきたいと存じます。 

〇４番（岸本好且君） それでは、ほかの２校に

ついてはまだ必要がないということで、ここだけ

ということですけれども、聞くところによります

と30年度ですか、放課後児童の対象学年を引き上

げていくということもお聞きしていますけれど

も、今回そういうことは見込んでの予算計上では

ないということで理解してよろしいのですか。そ

の点だけ。 

〇町民福祉課長（上村友成君） ４番、岸本議員

の再度のご質問に答弁させていただきます。 

 今回につきましては、通常利用しております部

分の維持補修という考えでございますので、将来

的な部分に直結するものではないということでご

理解いただきたいと存じます。 

〇13番（安久莊一郎君） 先ほど大物議員と、そ

れから中谷議員から懸念を表明された問題ですけ

れども、私も今この議論を聞いていまして、国の

万全な対策ということを期待するということをお

っしゃっておりますけれども、もし万が一そうい

う危険な状態になったときにはどうなるかと思っ

て伺いました。イギリスなんかでは人権侵害の問

題と、それからもしそういう不祥事が起きた場合

に巨費が浪費されるおそれがあるということで廃

止しているというふうに聞いているのですけれど

も、もしそういうことが起きたときに余市町にと

ってもそういう対策をとるときの財政面だとか、

それから町民への人権侵害ということで非常に大

変なことになるのではないかと思いますけれど

も、その辺の対策はどう考えられているかという

ことをお聞きしたいと思います。 

〇総務部長（前坂伸也君） 13番、安久議員のマ

イナンバーにかかわるご質問にご答弁を申し上げ

ます。 

 先ほど中谷議員のご質問にもご答弁申し上げま

したが、この制度、年金情報の流出問題や、あと

国家の監視強化になるのではないかといったいろ

いろ懸念が示されているのは認識しております。

ただ、町の立場としては、先ほど来繰り返しの答

弁になりますが、国が責任を持って不正防止対策

の徹底など制度の運用に万全を期して、国民の理

解を得た中で進めていただくことを期待するとこ

ろでありまして、付番の業務につきましては、ご
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案内のとおり、法定受託業務でもありますことか

ら、町としても国の方針に従って適切に事務を進

めてまいりたいと、このように考えておりますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。 

〇８番（吉田浩一君） ２点伺います。 

 協会病院のバス運行維持対策費500万円、毎年聞

いているのですけれども、前年の中央バスのこの

路線の決算の金額がどうだったのか。それと、そ

の前の年と比べてどうだったのか。 

 それと、もう一点、美園墓地ののり面測量をす

るというふうになっているのだけれども、具体的

にどの辺をするのですか。測量をして、最終的に

どういうふうにしようとしているのでしょうか。 

 以上、２点お願いします。 

〇企画政策課長（盛 昭史君） ８番、吉田議員

からのまず中央バスの協会病院線についてのご質

問にご答弁申し上げます。 

 まず、今回の根拠となりました平成26年度の決

算状況でございますが、収入が88万4,000円、支出

が1,854万6,000円、差し引き970万6,000円の赤字

となっているところでございます。なお、その前

年、平成25年度の状況でございますが、収入が

955万8,000円、支出が1,843万4,000円、差し引き

887万6,000円の赤字ということで、赤字が83万円

ほど拡大しているという状況でございます。 

〇環境対策課長（秋元直人君） ８番、吉田議員

よりの美園墓地のり面等測量業務に関するご質問

にお答えいたします。 

 当測量業務につきましては、美園墓地の町道都

市計画街路美園線側ののり面がほぼ垂直に近い斜

面でございまして、近年崩落が著しく、上部の雑

木も根がむき出しとなっており、危険な状態であ

ることから、利用されている墓地用地とのり面部

分との正確な位置関係を調査するものでありま

す。また、これにあわせまして墓地の地下部分に

存在します地下ごうとの正確な位置関係も調査す

るものでございます。 

〇企画政策課長（盛 昭史君） ただいま私８番、

吉田議員の質問に対しまして平成26年度の収入で

ございますが、88万4,000円と申し上げましたが、

884万円の誤りでございます。訂正をさせていただ

きます。大変申しわけございませんでした。 

〇８番（吉田浩一君） まず、中央バスのほうな

のですけれども、対前年としても八十何万円赤字

がふえたということで、この質問はずっと毎年し

ているのですけれども、10年くらい前はたしかそ

んなに赤字がここまでふえていなかったと思うの

だけれども、年々こうやって赤字がふえてきた。

最終的にはこのバス路線を維持していかなければ

ならないということで、町も毎年予算の範囲とい

うことで500万円計上しているというのもよくわ

かるのだけれども、根本的にやはり何か解決策を

出さなければどうなのかなと思うのです。だから、

その辺何か町として考え方があるのか、もしくは

今後検討するのがあるのかどうか、その辺考え方

あればお答えください 

〇企画政策課長（盛 昭史君） ８番、吉田議員

の再度のご質問にご答弁申し上げます。 

 ご質問にもありますとおり、年々赤字幅が拡大

してきておりまして、この原因といたしましては、

もちろんガソリンの高騰とかもあるわけでござい

ますが、利用者の減少なども見られるところでご

ざいます。毎年何回かこの路線の維持につきまし

て事業者のほうとも協議をいたしておりますが、

まずは私どもこの路線を維持するということを前

提に、例えば利用者の利便性を図るために低床車

の導入ですとかそういったこともお願いしたり、

あるいは事業者のほうでも例えば区会の集まりに

出向いて利用の促進を要請する、そういった取り

組みをしているところでございますが、依然とし

て決め手となるような手はなかなか見出せない状

況でございますが、今後ともこの収支の改善につ

きましては事業者、また私どももこのままではや

はり赤字が拡大する一方だということで、継続し



－109－ 

て協議をすることになっておりますので、これは

どういった解決方法があるのか、利用の状況、詳

しい分析なども踏まえながら、場合によっては利

用しやすい便への時間帯の変更ですとか、そうい

ったことも検討しながら、この解決策を見出して

いきたいと。今こうこうこうすればということは

なかなか申し上げる段階にはございませんが、そ

ういった協議は重ねていきたいと考えておりま

す。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 これより議案第１号について討論を行います。 

 あらかじめ討論の申し出がありますので、発言

を許します。 

 まず、原案に対する反対討論の発言を許します。 

〇15番（中谷栄利君） 私は、日本共産党議員団

を代表して本補正予算に当たっての反対討論を行

うものです。 

 議案第１号 平成27年度余市町一般会計補正予

算（第５号）は、今回社会保障・税番号制度に係

る通知カード、個人番号カード発行等事務交付金

等が盛り込まれております。いわゆるマイナンバ

ー制度でございます。他に余市協会病院バス路線

運行維持対策補助金並びに環境保全型農業直接支

払交付金、空き店舗等活用支援補助金など住民生

活に欠かせない予算も盛り込まれておりますが、

マイナンバーにかかわり国民の収入、財産の実態

を政府がつかみ、税、保険料の徴収強化並びに社

会保障の給付削減の押しつけにつながるため、補

正予算に反対するものです。 

 マイナンバー制度については、住民票を持つ全

員にマイナンバーが10月から全ての市町村から番

号を通知するカードが郵送されます。事業所は、

来年１月から従業員の給与から税、社会保険料の

天引きなどに番号を使うことが義務づけられてい

るため、従業員の配偶者、扶養家族の番号を勤め

先に申告することになっております。事業所は、

膨大な番号の管理が求められ、システムの更新、

整備の費用や人的体制の確保は重い負担になって

います。自治体と職員の業務も過重になっていま

す。まだ施行もしていないのに安倍政権は、国民

の預貯金や健康診断情報など民間機関が扱う情報

にも拡大しようとしています。さらに、医療情報、

自動車登録などへも拡大する方針も打ち出されて

います。こうしたさなかに日本年金機構による

125万件に及ぶ個人情報流出が明らかになり、国民

の中に不安の声が高まっています。個人情報管理

の脆弱性が浮き彫りになっています。 

 個人情報の漏えいは、先行して実施した国々で

も大きな問題になっています。イギリスは、国民

ＩＤ法を人権侵害への危険があることや巨費が浪

費されるおそれがあるとして廃止し、アメリカで

は社会保障番号の流出、不正使用による被害が年

間20万件を超えると報告され、見直しされていま

す。韓国では、１億人を超えて漏えいし、情報が

売買され、大問題になっています。スウェーデン

では成り済ましが横行、犯罪の温床になり、見直

しになります。ドイツでも行政機関の番号使用を

規制するなど、極めて限定的な運用になっていま

す。民間企業でもベネッセでの2,070万人の流出は

記憶に新しい事件です。現時点で完全に個人情報

を守る効果的なシステムは確立されていません。

国民の理解が得られなく、制度の弊害が明らかに

なっているマイナンバー制度の実施については、

中止、撤回することが求められています。 
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 以上のことを根拠に、余市町一般会計補正予算

（第５号）に対して反対するものです。議員各位

の賛同をよろしくお願いいたします。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

（「なし」の声あり） 

 他に討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより議案第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１号 平成27年度余市町一般会

計補正予算（第５号）は、原案のとおり可決され

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１１時１５分 

再開 午前１１時２５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２、議案第２号 平

成27年度余市町介護保険特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇高齢者福祉課長（坂本満彦君） ただいま上程

されました議案第２号 平成27年度余市町介護保

険特別会計補正予算（第１号）につきまして、提

案理由をご説明申し上げます。 

 今回ご提案いたしました補正予算の主な内容で

ございますが、歳出におきましては平成26年度の

介護保険給付費、地域支援事業費等の精算による

特定財源の超過交付分に係る返還金の予算計上を

行うものでございます。 

 また、歳出に要する歳入の財源といたしまして

は、繰越金に財源を求め、歳入歳出の均衡を図っ

たところでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第２号 平成27年度余市町介護保険特別会

計補正予算（第１号）。 

 平成27年度余市町の介護保険特別会計の補正予

算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ3,460万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ23億8,388万4,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成27年９月15日提出、余市町長、嶋  保。 

 初めに、歳出からご説明を申し上げます。２ペ

ージ目をお開き願います。中段でございます。３、

歳出、４款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、

２目償還金、補正額3,460万9,000円、23節償還金

利子及び割引料3,460万9,000円につきましては、

平成26年度の介護保険給付費、地域支援事業費等

の精算による国庫負担金等の超過交付分に係る返

還金の増額補正でございます。 

 次に、歳入についてご説明申し上げます。同ペ

ージ上段でございます。２、歳入、８款繰越金、

１項繰越金、１目繰越金、補正額3,460万9,000円、

１節繰越金3,460万9,000円につきましては、平成

26年度の介護給付費国庫負担金等の精算に伴う返

還金の財源となります繰越金の増額補正でござい

ます。 

 以上、議案第２号につきまして提案理由をご説
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明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

決定を賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第２号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号 平成27年度余市町介護保

険特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり

可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第３、議案第３号 平

成27年度余市町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇保健課長（須藤明彦君） ただいま上程されま

した議案第３号 平成27年度余市町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）につきまして、提

案理由をご説明申し上げます。 

 今回ご提案申し上げました補正予算は、保険料

還付に係る過年度支出金の補正計上を行ったもの

であります。 

 また、歳入におきましては、諸収入により収支

均衡を図ったものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第３号 平成27年度余市町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）。 

 平成27年度余市町の後期高齢者医療特別会計の

補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ19万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ３億719万2,000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。 

 平成27年９月15日提出、余市町長、嶋  保。 

 初めに、歳出からご説明申し上げます。２ペー

ジ中段でございます。３、歳出、３款諸支出金、

１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、

補正額19万2,000円、23節償還金利子及び割引料

19万2,000円につきましては、保険料還付に係る過

年度支出金の補正計上でございます。 

 次に、歳入についてご説明申し上げます。本ペ

ージの上段でございます。２、歳入、５款諸収入、

２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、

補正額19万2,000円、１節保険料還付金19万

2,000円につきましては、後期高齢者広域連合より

過年度保険料還付金に係る受領分を補正計上する

ものでございます。 

 以上、議案第３号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、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。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 
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 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第３号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号 平成27年度余市町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、原案の

とおり可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第４、議案第４号 余

市町個人情報保護条例及び余市町情報公開条例の

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４号 余市町個人情報保護条例及び余

市町情報公開条例の一部を改正する条例案につき

まして、その提案理由をご説明申し上げます。 

 このたびご提案申し上げます余市町個人情報保

護条例及び余市町情報公開条例の一部を改正する

条例案につきましては、平成25年５月に公布され

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（平成25年法律第

27号）、いわゆる番号法によりまして平成27年10月

から個人番号の通知が行われ、平成28年１月から

は個人番号の利用が開始されることとなります。

個人番号は、不正な利用等が行われないよう厳格

に取り扱う必要があり、番号法では個人番号を含

む個人情報を特定個人情報と定義し、国や独立行

政法人が保有する特定個人情報についても一般の

個人情報より手厚い保護措置を設けております。

地方公共団体が保有する特定個人情報につきまし

ても、番号法第31条において地方公共団体に対し

番号法の趣旨を踏まえた適正な取り扱いを確保す

るため、また開示、訂正、利用の停止、消去及び

提供の停止を実施するための必要な措置を講じな

ければならない旨を規定しております。これによ

り町が保有する特定個人情報について必要な措置

を講ずるため、所要の改正を行おうとするもので

ございます。 

 また、これまでの議会における審議状況なども

踏まえ、余市町情報公開条例と余市町個人情報保

護条例との整合性を図るべく、文書等の定義につ

きまして余市町情報公開条例の一部を改正しよう

とするものでございます。 

 それでは、条例改正の概要につきましてご説明

をいたしたいと思います。１つとしては定義の改

正でございまして、電磁的記録の説明書きの括弧

書きの中に以下同じという文言を加えるもので、

情報公開条例との整合性を図るものと、番号制度

導入に伴いまして第２条に特定個人情報、保有特

定個人情報、情報提供等記録の定義を加えるもの

でございます。 

 大きく２つ目といたしましては、特定個人情報

の目的外利用及び外部提供の厳格化でございま

す。特定個人情報の目的外利用について国の行政

機関における個人情報の取り扱いを定めた行政機

関の保有する個人情報の保護に関する法律と同様

に、特定個人情報の目的外利用については通常の

個人情報よりもさらに厳格に制限するものであ

り、具体的には人の生命、身体、または財産の保

護のために必要がある場合であって、本人の同意

があり、または本人の同意を得ることが困難な場

合に限り目的外利用を認めようとするものでござ
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います。 

 なお、特定個人情報のうち情報提供ネットワー

クを介して情報提供が行われた場合にシステム上

自動保存される情報、いわゆる情報提供等記録と

いうものがございますが、これにつきましては目

的外利用を想定していないため対象外とするもの

でございます。また、特定個人情報の外部提供に

ついては、番号法第19条各号に規定する場合に限

定されていることから、その旨を規定するもので

ございます。 

 大きく３つ目といたしましては、任意代理人に

よる特定個人情報の開示、訂正、消去、利用停止

請求でございます。現行の行政機関の保有する個

人情報の保護に関する法律、余市町個人情報保護

条例のいずれも個人情報の開示請求等は、本人、

または法定代理人に限り認めているところでござ

いますが、番号法により行政機関の保有する個人

情報の保護に関する法律では、確認機能の強化や

利便性の向上などを理由として、特定個人情報の

開示請求等に限り本人及び法定代理人のほかに本

人の委任による代理人についても請求権者として

認めるものとしたことから、本町においても同様

の取り扱いをしようとするものでございます。 

 大きく４つ目といたしましては、特定個人情報

の消去、利用停止請求事由の拡大でございます。

特定個人情報が番号法の規定に反して利用、収集、

保管されているときは、特定個人情報の消去、利

用停止請求を認めることとするものでございま

す。 

 なお、特定個人情報のうち情報提供等記録につ

きましては、システム上自動保存されるものであ

りますので、利用制限等に違反する取り扱いが想

定されないことから対象外とするものでございま

す。 

 施行日につきましては、基本的には番号法附則

第１条本文に規定する施行日である平成27年10月

５日から施行しようとするものですが、余市町情

報公開条例との整合性を図るための文言の整理に

かかわる部分につきましては公布の日から、情報

提供等記録にかかわる部分につきましては、番号

法附則第１条第５号に規定する日からそれぞれ施

行しようとするものでございます。 

 また、余市町情報公開条例の一部改正案につき

ましては、余市町情報公開条例第２条第１号、文

書等の定義の中で図画及び写真（これらを撮影し

たマイクロフィルムを含む。以下同じ。）と定義

している部分がございますが、これを図画及び写

真に改め、情報公開条例と個人情報保護条例との

定義の整合性を図ろうとするものでございます。

情報公開条例の施行日につきましては、公布の日

から施行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４号 余市町個人情報保護条例及び余市

町情報公開条例の一部を改正する条例案。 

 余市町個人情報保護条例及び余市町情報公開条

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９月15日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開きいただきたいと存じます。

余市町個人情報保護条例及び余市町情報公開条例

の一部を改正する条例。 

 （余市町個人情報保護条例の一部改正） 

 第１条 余市町個人情報保護条例（平成12年余

市町条例第32号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３号中「記録をいう。」の次に「以下

同じ。」を加え、同条中第７号を第９号とし、第

６号を第８号とし、第５号の次に次の２号を加え

る。 

 （６）特定個人情報 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「番号法」という。）

第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

 （７）保有特定個人情報 文書等に記録されて

いる特定個人情報をいう。 

 第７条の見出しを「（個人情報の収集の制限）」
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に改め、同条第２項中「個人情報」の次に「（特

定個人情報を除く。次項において同じ。）」を加

え、同条の次に次の１条を加える。 

 （特定個人情報の提供の求め及び収集の制限） 

 第７条の２ 実施機関は、番号法第19条各号の

いずれかに該当する場合を除き、他人に特定個人

情報を求め、又は他人の特定個人情報を収集して

はならない。 

 第８条の見出しを「（個人情報の利用及び提供

の制限）」に改め、同条第１項中「個人情報」の

次に「（特定個人情報を除く。以下この条におい

て同じ。）」を加える。 

 第８条の２を第８条の３とし、第８条の次に次

の１条を加える。 

 （特定個人情報の利用及び提供の制限） 

 第８条の２ 実施機関は、特定個人情報につい

ては、人の生命、身体又は財産の保護のために必

要がある場合であって、本人の同意があり、又は

本人の同意を得ることが困難であるときに限り、

収集した目的以外に利用することができる。 

 ２ 実施機関は、番号法第19条各号のいずれか

に該当する場合を除き、特定個人情報を提供して

はならない。 

 第11条第２項及び第11条の２第２項中「法定代

理人」の次に「（保有特定個人情報にあっては、

未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は

本人の委任による代理人）」を加える。 

 第14条第１号中「未成年者又は成年被後見人の

法定代理人」を「未成年者若しくは成年被後見人

の法定代理人又は本人の委任による代理人」に改

める。 

 第20条第１項中「第22条の２第１項」を「第23条

の２第１項」に改める。 

 第22条第３項中「訂正請求者」を「当該保有個

人情報の訂正請求者及び当該保有個人情報の提供

先」に改める。 

 第23条第２項中「訂正の権限」を「その保有個

人情報の訂正の権限」に改める。 

 第23条の５を第23条の６とし、第23条の４を第

23条５とし、第23条の３を第23条の４とし、第23条

の２の次に次の１条を加える。 

 （利用停止請求の事由等） 

 第23条の３ 保有特定個人情報にあっては、次

の各号のいずれかに該当すると思料するときに、

当該各号に定めるところにより、前条の利用停止

を請求することができる。 

 （１）次のアからオまでのいずれかの場合 当

該保有特定個人情報の利用の停止又は消去 

 ア 実施機関により適法に取得されたものでな

いとき。 

 イ 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有

されているとき。 

 ウ 第８条の２の規定に違反して利用されてい

るとき。 

 エ 番号法第20条の規定に違反して収集され、

又は保管されているとき。 

 オ 番号法第28条の規定に違反して作成された

特定個人情報ファイル（番号法第２条第９号に規

定する特定個人情報ファイルをいう。）に記録さ

れているとき。 

 （２）第８条の３の規定に違反して提供されて

いるとき 当該保有特定個人情報の提供の停止 

 第26条第１項中「第23条の４第１項」を「第23条

の５第１項」に改める。 

 第44条に次の１項を加える。 

 ３ 前項の規定は、特定個人情報の開示につい

ては、適用しない。 

 第２条 余市町個人情報保護条例の一部を次の

ように改正する。 

 第２条中第９号を第10号とし、第８号を第９号

とし、第７号を第８号とし、第６号の次に次の１

号を加える。 

 （７）情報提供等記録 番号法第23条第１項及

び第２項に規定する記録に記録された特定個人情
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報をいう。 

 第８条の２第１項中「特定個人情報」の次に「（情

報提供等記録を除く。）」を加え、同条第２項を

同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加

える。 

 ２ 実施機関は、情報提供等記録を利用目的以

外に利用してはならない。 

 第23条第２項中「その保有個人情報」の次に「（情

報提供等記録を除く。以下この条から第23条の７

までにおいて同じ。）」を加える。 

 第23条の６を第23条の７とし、第23条の２から

第23条の５までを１条ずつ繰り下げ、第23条の次

に次の１条を加える。 

 （訂正決定に基づく訂正の実施をした場合にお

ける通知先） 

 第23条の２ 実施機関は、訂正決定に基づく情

報提供等記録の訂正の実施をした場合において、

必要があると認めるときは、第22条第３項の規定

にかかわらず、総務大臣及び番号法第19条第７号

に規定する情報照会者又は情報提供者（当該情報

提供等記録に記録された者であって、当該実施機

関以外のものに限る。）に対し、遅滞なく、その

旨を書面により通知するものとする。 

 ２ 実施機関は、前項の書面による通知に代え

て、電子情報処理組織（実施機関の使用に係る電

子計算機と同項の規定による通知を受ける者の使

用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電

子情報処理組織をいう。）を使用して、同項の通

知をすることができる。 

 第26条第１項中「第23条の５第１項」を「第23条

の６第１項」に改める。 

 （余市町情報公開条例の一部改正） 

 第３条 余市町情報公開条例（平成12年余市町

条例第31号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１号中「（これらを撮影したマイクロ

フィルムを含む。以下同じ。）」を削る。 

 附則 

 この条例は、平成27年10月５日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

 （１）第１条中余市町個人情報保護条例第２条

第３号の改正規定及び第３条の規定 公布の日 

 （２）第２条の規定 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）附則第１条第５号に掲げ

る規定の施行の日 

 以上、議案第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、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、ご高覧賜りますようお願

い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第４号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号 余市町個人情報保護条例
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及び余市町情報公開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。 

 昼食のため午後１時まで休憩します。 

休憩 午前１１時５１分 

再開 午後 １時００分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第５、議案第５号 余

市町手数料徴収条例の一部を改正する条例案を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町民福祉課長（上村友成君） ただいま上程さ

れました議案第５号 余市町手数料徴収条例の一

部を改正する条例案につきまして、その提案理由

をご説明申し上げます。 

 このたびの一部改正の内容につきましては、平

成27年10月５日より施行されます行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律により全国民に個人番号に係る通知カー

ドが配付されますこと及び平成28年１月１日より

希望する方に個人番号カードの交付が開始される

ことに伴い、初回につきましては無料でございま

すこれらカードを紛失等の理由により再交付する

際の手数料を規定するものでございます。手数料

の額につきましては、総務省によりカードの原価

等を考慮して示されました手数料相当経費により

設定してございます。また、これとあわせまして

住民基本台帳並びに印鑑登録の各事務にかかわり

ます整理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５号 余市町手数料徴収条例の一部を改

正する条例案。 

 余市町手数料徴収条例の一部を改正する条例を

次のとおり制定する。 

 平成27年９月15日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町手数料徴

収条例の一部を改正する条例。 

 余市町手数料徴収条例（平成12年余市町条例第

３号）の一部を次のように改正する。 

 別表の10の項中「住民票の写（広域交付の住民

票の写を含む。）」を「住民票の写しの交付（広

域交付の住民票の写しの交付を含む。）」に改め

る。 

 別表の11の２の項を削る。 

 別表の12及び13の項を次のように改める。 

 12、通知カードの再交付（通知カードの追記欄

の余白がなくなったときその他の再交付がやむを

得ないものとして町長が認める場合を除く。）、

１枚につき500円。 

 13、個人番号カードの再交付（個人番号カード

の追記欄の余白がなくなったときその他の再交付

がやむを得ないものとして町長が認める場合を除

く。）、１枚につき800円。 

 別表の14の項中「印鑑登録証明書」を「印鑑登

録の証明」に、「１通につき」を「１件につき」

に改める。 

 別表の15の項中「印鑑登録証」を「印鑑登録証

の交付」に改める。 

 附則 

 この条例は、平成27年10月５日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

 （１）別表の10、14及び15の項の改正規定 公

布の日 

 （２）別表の11の２及び13の項の改正規定 平

成28年１月１日 

 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

表を添付いたしておりますので、ご高覧いただき

ますようお願い申し上げます。 
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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） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第５号 余市町手数料徴収条例の

一部を改正する条例案は、原案のとおり可決され

ました。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、さきに議会運営委

員会の委員長から報告がありましたように、日程

第６、議案第６号 北海道町村議会議員公務災害

補償等組合規約の変更について、日程第７、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、日程第８、議案第８号 北海道市町

村総合事務組合規約の変更についての以上３件を

一括議題とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、日程第６ないし日程第８を一括議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇総務課長（須貝達哉君） ただいま一括上程と

なりました議案第６号ないし議案第８号までの議

案３件につきまして、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規約の変更につきまし

ては、このたび道央地区環境衛生組合及び南渡島

青少年指導センター組合が平成26年度末をもって

解散、脱退、西十勝消防組合、北十勝消防事務組

合、東十勝消防事務組合及び南十勝消防事務組合

が平成27年度末をもって解散、脱退、池北三町行

政事務組合が消防団員事務を平成28年度から構成

町村に継承、また地方自治法第286条第１項の規定

による総務大臣の許可の日からとかち広域消防事

務組合が加入することに伴い、それぞれの組合規

約の関係規定を整備するため、関係自治体の協議

により規約の変更をするものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明いたします。 

 初めに、議案第６号 北海道町村議会議員公務

災害補償等組合規約の変更について朗読し、ご説

明を申し上げます。 

 議案第６号 北海道町村議会議員公務災害補償

等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、北海道町村議会議員公務災害補

償等組合規約を次のとおり変更する。 

 平成27年９月15日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。北海道町村議会

議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規

約。 

 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約

（昭和43年５月１日地方第722号指令許可）の一部
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を次のように変更する。 

 第１条中「併せて、地方公務員等共済組合法（昭

和37年法律第152号）第11章の規定に基づく町村議

会議員共済会に関する事務と相互調整をはかるこ

とによって、本制度の健全なる運営をはかること

を目的とする。」を削り、「議員及びその遺族の

生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的と

する。」を加える。 

 別表第１中「道央地区環境衛生組合」、「東十

勝消防事務組合」、「西十勝消防組合」、「南十

勝消防事務組合」、「北十勝消防事務組合」及び

「南渡島青少年指導センター組合」を削り、「と

かち広域消防事務組合」を加える。 

 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。ただし、別表第１の改正規定中、

東十勝消防事務組合、西十勝消防組合、南十勝消

防事務組合、北十勝消防事務組合を削る部分は、

平成28年４月１日から施行する。 

 次に、一括上程されております議案第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

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27年９月15日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをお開き願います。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。 

 別表の一部事務組合（石狩）の項中「道央地区

環境衛生組合 」を削り、同表の（渡島）の項中

「南渡島青少年指導センター組合 」を削り、同

表の（十勝）の項中「西十勝消防組合 北十勝消

防事務組合 」及び「東十勝消防事務組合 南十

勝消防事務組合 」を削り、「北十勝２町環境衛

生処理組合」の下に「 とかち広域消防事務組合」

を加える。 

 附則 

 （施行期日） 

 １ 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。ただし、別表の（十勝）の項

の改正規定（「 とかち広域消防事務組合」を加

える改正規定を除く。）は平成28年４月１日から

施行する。 

 （規約の左横書き） 

 ２ 変更後の北海道市町村職員退職手当組合規

約は、左横書きに改める。この場合において、漢

数字は、固有名詞の全部又は一部をなす場合又は

熟語の一部をなす場合以外はアラビア数字に、号

の番号は、横括弧で囲んだものに、第５条の表中

「同上」を「同左」に、表及び別表の構成は、変

更前の規約における右方は変更後における上方

と、変更前の規約における上方は変更後の規約に

おける左方とし、促音として用いる「つ」の表記

が大書きのものは、小書きに改める。 

 次に、一括上程されております議案第８号 北

海道市町村総合事務組合規約の変更について朗読

し、ご説明申し上げます。 

 議案第８号 北海道市町村総合事務組合規約の

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、北海道市町村総合事務組合規約

を次のとおり変更する。 

 平成27年９月15日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをお開き願います。北海道市町村総合

事務組合規約の一部を変更する規約。 

 北海道市町村総合事務組合規約（平成７年３月

７日市町村第1973号指令）の一部を次のように変
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更する。 

 別表第１（第２条関係）石狩振興局（16）の項

中「（16）」を「（15）」に改め、「、道央地区

環境衛生組合」を削り、同表渡島総合振興局（17）

の項中「（17）」を「（16）」に改め、「、南渡

島青少年指導センター組合」を削り、同表十勝総

合振興局（28）の項中「（28）」を「（25）」に

改め、「、東十勝消防事務組合」及び「、北十勝

消防事務組合、西十勝消防組合、南十勝消防事務

組合」を削り、「十勝中部広域水道企業団」の次

に「、とかち広域消防事務組合」を加える。 

 別表第２（第３条関係）１から７の項の共同処

理する団体欄中「白老町」の次に「、音更町、士

幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室

町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、

池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌

町」を加え、「、東十勝消防事務組合、西十勝消

防組合、南十勝消防事務組合、北十勝消防事務組

合、池北三町行政事務組合」を削り、同表９の項

の共同処理する団体欄中「、道央地区環境衛生組

合」、「、南渡島青少年指導センター組合」、「、

東十勝消防事務組合」及び「、北十勝消防事務組

合、西十勝消防組合、南十勝消防事務組合」を削

り、「十勝中部広域水道企業団」の次に「、とか

ち広域消防事務組合」を加える。 

 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。ただし、別表第１（第２条関係）

十勝総合振興局（25）の項中の改正規定（「、と

かち広域消防事務組合」を加える改正規定を除

く。）、別表第２（第３条関係）１から７の項の

共同処理する団体欄中の改正規定及び別表第２

（第３条関係）９の項の共同処理する団体欄中の

改正規定（「、道央地区環境衛生組合」、「、南

渡島青少年指導センター組合」を削る改正規定及

び「、とかち広域消防事務組合」を加える改正規

定を除く。）は、平成28年４月１日から施行する。 

 以上、一括上程されました議案第６号ないし議

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。 

 なお、参考資料といたしましてそれぞれ変更規

約の新旧対照表を添付してございますので、ご高

覧をいただきますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 一括議題の議案３件についてこれより質疑を行

います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 まず、議案第６号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第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 北海道町村議会議員公務

災害補償等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。 

 次に、議案第７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。 
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（「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

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。 

 次に、議案第８号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第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 北海道市町村総合事務組

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９、議案第９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。 

〇建設課長（亀尾次雄君） ただいま上程されま

した議案第９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。 

 このたびご提案申し上げました工事請負契約の

締結につきましては、除雪作業車等保管倉庫建設

工事であります。本件の除雪作業車等保管倉庫は、

近年更新いたしました除雪作業車の規格が大型化

し、既存の車庫におさまらなく、さらには資機材

の保管場所も手狭になったことから、新たに建設

するものであります。本倉庫には車庫として除雪

ダンプ等の車両３台分、資機材庫として緊急排水

ポンプやストーブ、ジェットヒーター等の機材等

を保管する予定でございます。 

 工事概要といたしましては、鉄骨造平家建てで、

延べ面積402.61平方メートルとなってございま

す。去る９月14日に公募型指名競争入札に付しま

したところ、３回目の開札の結果、落札に至らな

かったため最低の価格で入札したものと随意契約

に移行し、９月16日に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９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27年９月18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、除雪作業車等保管倉庫建設工

事、構造、鉄骨造平家建て、延べ面積402.61平方

メートル。 

 ２、契約の方法、随意契約。 
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 ３、契約金額、一金7,290万円也。 

 ４、工期、自平成27年９月28日、至平成28年３

月25日。 

 ５、契約者、余市町長、嶋保。 

 ６、契約の相手方、中山・庄木特定建設工事共

同企業体、代表者、余市郡余市町沢町１丁目15番

地、中山建設株式会社代表取締役、中山尚志。 

 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、参考資料を添付してございますので、ご

高覧賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇８番（吉田浩一君） ３回の入札で落ちなくて

随契に移行して契約したということでありますの

で、入札で落ちなかった要因というのはどのよう

に考えておられるのでしょうか。 

〇財政課長（山本金五君） ８番、吉田議員から

の不落札の要因ということで、これに関しまして

は入札経過に関する部分でございますので、私の

ほうからご答弁申し上げます。 

 まず、本年４月から建設業法が一部改正になり

まして、入札に際しましては入札に関してのその

内訳書の添付がされてございます。したがいまし

て、入札金額に対してそれらの積算内訳を示すも

のがあわせて提出されてございます。そういった

中で、ただ今年度が初年度ということもありまし

て、経費総体額の中での簡略した形での提出が求

められているところでございます。これらの内容

を考え合わせましたときに、一昨年来からですか、

震災の関係もあろうかと思うのですけれども、労

務単価並びに資材の高騰、これらのものがまた一

つの要因であろうかというふうに考えてございま

す。 

 本件の工事に関しましては、入札経過書にあり

ますとおり、当初段階では一番最低の金額のもの

でも税抜きで7,900万円というところからの入札

でございますが、その後その随意契約に移行した

中で最低価格入札のものから改めて積算した結

果、今回の落札金額6,750万円の提示を受けたこと

から契約に至ったものでございますので、ご理解

願いたいと存じます。 

〇８番（吉田浩一君） 契約業者のほうがこの金

額で最終的に合意したということであれば、それ

はそれで何ら異論を挟むところではないとは思う

のですけれども、最初に役所側の積算というか、

その辺が見積もりが甘かったというのもあるので

はないのかなと思うのです。特に工期見たら今年

度いっぱいです。この工事を発注したのもなぜこ

んな冬のときに発注しなければならないのだと。

これから日も短くなってくる。コンクリ打ったっ

て、それこそ気温が下がってくれば固まらない。

そういう役所側の発注だとか単価の計算の甘さと

いうのがこういうふうになったのでないのかなと

思うのですけれども、それを言ってもどうもなら

ないのかなと思うけれども、その辺もう少し冬と

いうのを迎えるということもあるのであれば、た

だ机上だけで計算するのではなくて、現場という

のもちゃんと考えた上で積算すべきと、私はそう

いう意見を持っているということだけ申し添えて

おきます。答弁はいいです。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、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。 
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 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 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10、認定第１号 平

成26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、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26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

26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） 日程第11、決議案第１号 

 並行在来線の存続等に関する調査特別委員会設

置に関する決議を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇８番（吉田浩一君） ただいま上程されました

決議案第１号 並行在来線の存続等に関する調査

特別委員会設置に関する決議につきましては、議

案を朗読し、提案理由の説明にかえさせていただ

きますので、よろしくお願い申し上げます。 

 決議案第１号 並行在来線の存続等に関する調

査特別委員会設置に関する決議。 

 上記議案を別紙のとおり提出する。 

 平成27年９月18日提出、提出者、余市町議会議

員、吉田浩一。賛成者、余市町議会議員、野呂栄

二、余市町議会議員、岸本好且、余市町議会議員、

野崎奎一、余市町議会議員、中谷栄利、余市町議

会議員、藤野博三。 

 余市町議会議長、中井寿夫殿。 

 １ページをお開きください。並行在来線の存続

等に関する調査特別委員会設置に関する決議。 

 １．本議会に７人の委員をもって構成する並行

在来線の存続等に関する調査特別委員会を設置す

る。 

 ２．本委員会は、次の事項について調査する。 

 ① 北海道新幹線の建設の動向及び地域振興に

ついて 

 ② ＪＲ函館本線の経営継続を含めた並行在来

線の維持・存続について 

 ③ 国、北海道及び沿線市町村との連携につい

て 

 ３．本委員会は、各常任委員会の所管に関係す

る事務について連絡調整を行う。 

 ４．本委員会は、閉会中も調査を行うことがで
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きるとし、議会において調査終了を議決するまで

継続存置する。 

 以上のとおりであります。議員各位のご賛同を

お願い申し上げまして、提案理由の説明とさせて

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

ました。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、決議案第１号については委員会の付託

を省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより決議案第１号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、決議案第１号 並行在来線の存続等に

関する調査特別委員会設置に関する決議は、原案

のとおり可決されました。 

 ただいま設置されました並行在来線の存続等に

関する調査特別委員会の委員の選任についてお諮

りいたします。並行在来線の存続等に関する調査

特別委員会の委員に、井潤議員、近藤徹哉議員、

安久莊一郎議員、茅根英昭議員、岸本好且議員、

野崎奎一議員、藤野博三議員、以上７名の議員を

指名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、ただいま指名いたしました７名の議員

を並行在来線の存続等に関する調査特別委員会委

員に選任することに決しました。  

 議事の取り扱い上、暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時３５分 

再開 午後 １時４８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） この際、諸般の報告をい

たします。 

 先ほど設置されました特別委員会が休憩中に開

催され、正副委員長の互選が行われました。その

結果報告が議長の手元に参りましたので、報告い

たします。 

 並行在来線の存続等に関する調査特別委員会委

員長、岸本好且議員、副委員長、野崎奎一議員、

以上のとおり選任されましたので、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12、意見案第１号 国民皆保険の根幹を維持し

良質な医療の確保を求める要望意見書、日程第13、

意見案第２号 林業・木材産業の成長産業化に向

けた施策の充実・強化を求める要望意見書、日程

第14、意見案第３号 介護報酬の再改定を求める

要望意見書、日程第15、意見案第４号 泊原発再

稼働をやめ、再生可能エネルギーの本格的普及を

求める要望意見書、日程第16、意見案第５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17、意見案第６号 子

供の医療費無料化の制度化と国庫負担削減の廃止
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を求める要望意見書の以上６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12ないし日程第17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６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 国民皆保険の根幹を維

持し良質な医療の確保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 林業・木材産業の成長

産業化に向けた施策の充実・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。 

 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 介護報酬の再改定を求

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４号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第４号 泊原発再稼働をやめ、

再生可能エネルギーの本格的普及を求める要望意

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 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 子供の医療費無料化の

制度化と国庫負担削減の廃止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７号 

 地方創生に係る新型交付金等の財源確保を求め

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。 
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（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、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 地方創生に係る新型交

付金等の財源確保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８号 

 生活保護費削減及び住宅扶助・冬季加算削減の

撤回・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 生活保護費削減及び住

宅扶助・冬季加算削減の撤回・中止を求める要望

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９号 

 「消費税10％」実施の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
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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 「消費税10％」実施の

中止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10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） 

 起立少数であります。 

 よって、意見案第10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22、議員の派遣に

ついてを議題といたします。 

 お諮りいたします。会議規則第121条の規定によ

り、お手元に配付のとおり派遣することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議員の派遣をすることに決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第23、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。 
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〇議長（中井寿夫君） 以上で本日の日程は全て

終了いたしました。 

 よって、会議を閉じます。 

 これをもって平成27年余市町議会第３回定例会

を閉会いたします。 

閉 会 午後 ２時０１分 
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