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平成２９年余市町議会第１回定例会会議録（第１号）

開 会  午前１０時００分 

延 会  午後 １時３４分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２９年３月６日（月曜日）       

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開 会             

  平成２９年３月６日（月曜日）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  滝 上 晃 一 

  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  濱 川 龍 一 

  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  久 保   宏 

  建 設 課 長  高 橋 良 治 

  まちづくり計画課長  亀 尾 次 雄 

  下 水 道 課 長  近 藤   勉 

  水 道 課 長  渡 辺 郁 尚 

会計管理者（併）会計課長  飯 野 徹 郎 

  農業委員会事務局長  中 村 利 美 

  教    育    長  中 村 寿 仁 

  学 校 教 育 課 長  小 俣 芳 則 

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

  監 査 委 員 事 務 局 長  澤 辺 成 徳 

〇事務局職員出席者            

  事  務  局  長  杉 本 雅 純 

  議 事 係 長  枝 村   潤 

  書         記  細 川 雄 哉 

〇議 事 日 程            

  第 １ 会議録署名議員の指名       

  第 ２ 会期の決定            

      議長の諸般報告          

  第 ３ 議案第 ７号 平成２８年度余市町 

      一般会計補正予算（第９号）    

  第 ４ 議案第 ８号 平成２８年度余市町 

      国民健康保険特別会計補正予算（第 

      ４号）              

  第 ５ 議案第 ９号 平成２８年度余市町 

      後期高齢者医療特別会計補正予算 

      （第２号）            

  第 ６ 議案第１０号 平成２８年度余市町 

      水道事業会計補正予算（第１号）  

  第 ７ 一般質問             

開 会 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから平成29年余

市町議会第１回定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は18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。 

 今期定例会に提出されました案件は、議案18件、

他に一般質問と議長の諸般報告並びに平成29年度

町政執行方針と教育行政執行方針です。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第119条の規定によ

り、議席番号８番、吉田議員、議席番号９番、佐

藤議員、議席番号10番、野崎議員、以上のとおり

指名いたします。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 この際、議会運営委員会の委員長からの報告を

求めます。 

〇18番（溝口賢誇君） 平成29年余市町議会第１

回定例会開催に当たり、３月３日午前10時より委

員会室におきまして議会運営委員会が開催されま

したので、その審議経過並びに結果につきまして

私からご報告申し上げます。 

 委員７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。 

 今期定例会に提出されました案件は、議案18件、

一般質問は８名によります９件、平成29年度町政

執行方針並びに教育行政執行方針、他に議長の諸

般報告でございます。 

 会期につきましては、本日より３月24日までの

19日間と決定いたしましたことをご報告申し上げ

ます。 

 なお、日程の割り振りにつきましては、議員各

位のお手元に日程表が配付されておりますので、

省略させていただきます。 

 さらに、内容につきましてご報告申し上げます。 

 日程第３、議案第７号 平成28年度余市町一般

会計補正予算（第９号）につきましては、即決に

てご審議いただくことに決しました。 

 日程第４、議案第８号 平成28年度余市町国民

健康保険特別会計補正予算（第４号）につきまし

ては、即決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第５、議案第９号 平成28年度余市町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につきま

しては、即決にてご審議いただくことに決しまし
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た。 

 日程第６、議案第10号 平成28年度余市町水道

事業会計補正予算（第１号）につきましては、即

決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第７、一般質問は、８名による９件です。 

 日程第８、議案第１号 平成29年度余市町一般

会計予算、日程第９、議案第２号 平成29年度余

市町介護保険特別会計予算、日程第10、議案第３

号 平成29年度余市町国民健康保険特別会計予

算、日程第11、議案第４号 平成29年度余市町後

期高齢者医療特別会計予算、日程第12、議案第５

号 平成29年度余市町公共下水道特別会計予算、

日程第13、議案第６号 平成29年度余市町水道事

業会計予算の以上６件につきましては、それぞれ

関連がございますので、一括上程の上、議長を除

く議員17名で構成する平成29年度余市町各会計予

算特別委員会を設置し、付託することに決しまし

た。 

 日程第14、議案第11号 余市町農業委員会の委

員候補者選定委員会条例案につきましては、即決

にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第15、議案第12号 余市町政治倫理条例の

一部を改正する条例案につきましては、即決にて

ご審議いただくことに決しました。 

 日程第16、議案第13号 余市町職員の勤務時間

及び休日休暇に関する条例の一部を改正する条例

案、日程第17、議案第14号 余市町職員の育児休

業等に関する条例の一部を改正する条例案の以上

２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18、議案第15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は、即決にてご審

議いただくことに決しました。 

 日程第19、議案第16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は、即決に

てご審議いただくことに決しました。 

 日程第20、議案第17号 余市町営住宅条例の一

部を改正する条例案につきましては、即決にてご

審議いただくことに決しました。 

 日程第21、議案第18号 余市町過疎地域自立促

進市町村計画の変更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。 

 なお、追加案件もあると伺っておりますので、

それらの案件が提出されました時点で議会運営委

員会を開催し、その結果をご報告申し上げます。 

 以上を申し上げまして、議会運営委員会の報告

といたします。 

〇議長（中井寿夫君） ただいま委員長から報告

のとおり、今期定例会の会期は本日から24日まで

の19日間といたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、今期定例会の会期は本日から24日まで

の19日間と決定いたしました。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、お手

元にご通知いたしました案のとおりでありますの

で、ご了承願います。 

 なお、今期定例会は、地方自治法第121条第１項

の規定により説明員として通知のありました者は

お手元に配付のとおりでありますので、ご了承願

います。 

 次に、傍聴人の定員について申し上げます。 

 傍聴規則第３条の規定により、傍聴人は報道関

係者と他に一般傍聴者38名となっておりますこと

をご報告申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、諸般の報告をいた

します。 

 地方自治法第235条の２第３項の規定によりま

す例月出納検査の結果報告が監査委員からありま

したので、その写しを配付しておりますので、ご

了承願います。 
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 次に、地方自治法第199条第９項の規定によりま

す平成28年度余市町財政援助団体監査の結果報告

が監査委員からありましたので、その写しを配付

しておりますので、ご了承願います。 

 以上で諸般報告を終わります。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第３、議案第７号 平

成28年度余市町一般会計補正予算（第９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７号 平成28年度余市町一般会計補正予算

（第９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、財政再生基金への積み立て額が余市町財政再

生基金条例に定める金額に達したことに伴う同条

例に基づく財政調整基金への積立金の計上と通知

カード・個人番号カード発行等事務交付金の増額

について繰越明許費を設定し、補正計上したもの

であります。 

 次に、ただいま申し上げました以外の各款にお

ける主な補正内容について歳出からご説明申し上

げます。総務費におきましては、寄附に伴う基金

への積立金の補正計上を行ったものでございま

す。 

 民生費におきましては、平成27年度臨時福祉給

付金事業の事業費確定に伴う返還金の補正計上を

行ったものでございます。 

 衛生費におきましては、北海道後期高齢者医療

広域連合への療養給付費負担金及び後期高齢者医

療特別会計繰出金並びに水道事業会計負担金の確

定見込みに伴う補正計上を行ったものでございま

す。 

 土木費におきましては、橋りょう補修整備事業

の事業費確定見込みに伴う減額補正計上を行った

ものでございます。 

 次に、歳入についてご説明いたします。歳入に

つきましては、国庫支出金、繰入金等の特定財源

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

のでございます。 

 この結果、今回の補正予算額7,667万3,000円を

既定予算に追加した予算総額は86億126万1,000円

と相なった次第でございます。 

 以上、今回ご提案いたしました補正予算（第９

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７号 平成28年

度余市町一般会計補正予算（第９号）。 

 平成28年度余市町の一般会計の補正予算（第９

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7,667万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ86億126万1,000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。 

 （繰越明許費の補正） 

 第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越

明許費補正」による。 

 （地方債の補正） 

 第３条 地方債の追加は、「第３表 地方債補

正」による。 

 平成29年３月６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ページ下段でございます。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7,468万5,000円、25節積立金7,468万

5,000円につきましては、余市町財政再生基金条例

に基づく財政調整基金積立金7,300万円、社会福祉
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施設等建設基金積立金13万円、余市町の未来を担

う人づくり基金積立金135万5,000円、図書整備基

金積立金20万円でございます。 

 ６目交通安全対策費、補正額ゼロ円につきまし

ては、寄附に伴います財源の組みかえ計上でござ

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297万5,000円、19節負

担金補助及び交付金297万5,000円につきまして

は、地方公共団体情報システム機構へ支払う通知

カード・個人番号カード発行等事務交付金の計上

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３万円、23節償還金利子及び割引料

３万円につきましては、平成27年度臨時福祉給付

金事業費確定に伴います国庫補助金返還金の計上

でございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費、

補正額ゼロ円につきましては、寄附に伴います財

源の組みかえ計上でございます。 

 ８目医療給付事業費、補正額10万8,000円、23節

償還金利子及び割引料10万8,000円につきまして

は、平成27年度未熟児養育医療確定に伴います国

庫負担金返還金の計上でございます。 

 ９目後期高齢者医療費1,105万3,000円の減、

19節負担金補助及び交付金655万8,000円の減につ

きましては、療養給付費確定に伴います負担金の

減額補正でございます。28節繰出金449万5,000円

の減につきましては、後期高齢者医療特別会計繰

出金の確定見込みに伴う減額補正でございます。 

 ４款衛生費、３項上水道費、１目上水道施設費、

補正額1,376万4,000円、19節負担金補助及び交付

金1,376万4,000円につきましては、水道事業会計

負担金の確定見込みに伴います追加計上でござい

ます。 

 次のページをお開き願います。８款土木費、２

項道路橋りょう費、１目道路橋りょう維持費、補

正額416万6,000円の減、13節委託料263万4,000円

の減につきましては、橋りょう補修調査設計委託

料確定に伴います減額補正でございます。15節工

事請負費143万6,000円の減につきましては、上梅

川橋補修工事費確定に伴います減額補正でござい

ます。19節負担金補助及び交付金９万6,000円の減

につきましては、橋りょう点検負担金確定に伴い

ます減額補正でございます。 

 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30万円、18節備品購入費30万円に

つきましては、寄附に伴います備品購入費の計上

でございます。 

 10款教育費、５項保健体育費、２目ジャンプ台

管理運営費、補正額３万円、18節備品購入費３万

円につきましては、寄附に伴います備品購入費の

計上でございます。 

 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。

３ページをお開き願います。３ページ上段でござ

います。２、歳入、13款使用料及び手数料、２項

手数料、１目総務手数料、補正額６万7,000円、１

節総務手数料６万7,000円につきましては、通知カ

ード・個人番号カード交付手数料の計上でござい

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290万8,000円、１節総務費国

庫補助金290万8,000円につきましては、通知カー

ド・個人番号カード交付事業費補助金の計上でご

ざいます 

 ４目土木費国庫補助金、補正額644万9,000円の

減、１節道路橋りょう費国庫補助金644万9,000円

の減につきましては、歳出でご説明申し上げまし

た橋りょう長寿命化補修事業費確定に伴います国

庫補助金の減額補正でございます。 

 15款道支出金、１項道負担金、２目衛生費道負

担金、補正額337万円の減、１節保健衛生費道負担

金337万円の減につきましては、保険基盤安定負担

金（後期高齢者医療分）の確定見込みに伴います
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道負担金の減額補正でございます。 

 17款寄附金、１項寄附金、２目総務費寄附金、

補正額165万5,000円、１節総務費寄附金165万

5,000円につきましては、余市町の未来を担う人づ

くり寄附金といたしまして、町外在住の牧野武志

様から３万円、勝田友則様から１万円、長谷川眞

理子様から１万円、森田美代子様から１万円、茂

田健行様から３万円、河合伸子様から３万円、星

野伸雄様３万円のほか、公表を希望されない方、

町外52名、町内１名の方からの合計135万5,000円

と交通安全対策寄附金としまして柳田信子様から

の30万円でございます。 

 ３目民生費寄附金、補正額13万円、１節民生費

寄附金13万円につきましては、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。佐

藤信子様からの10万円、学校法人北海道キリスト

教学園リタ幼稚園園児ＰＴＡ様からの１万円、永

全寺寒修行ご一同様からの２万円でございます。 

 ４目教育費寄附金、補正額53万円、１節教育費

寄附金53万円につきましては、図書館図書購入寄

附金としまして山田美枝様から10万円、佐藤泰司

様からの10万円の合計20万円と中央公民館備品購

入寄附金としまして川村波津子様からの30万円、

ジャンプ台備品購入寄附金としましてニッカハイ

ランドクラブ様からの３万円でございます。 

 ５目衛生費寄附金、補正額10万円、１節衛生費

寄附金10万円につきましては、町営墓地整備事業

寄附金としまして和田一成様からの10万円でござ

います。いずれもご寄附をいただいた方々のご意

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。 

 次のページをお開き願います。18款繰入金、７

項財政再生基金繰入金、１目財政再生基金繰入金、

補正額7,300万円、１節財政再生基金繰入金

7,300万円につきましては、余市町財政再生基金条

例に基づく繰入金の計上でございます。 

 19款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

270万2,000円、１節繰越金270万2,000円につきま

しては、必要となる一般財源について繰越金を計

上したものでございます。 

 21款町債、１項町債、１目土木債、補正額540万

円、１節道路橋りょう債540万円につきましては、

道路りょう補修整備事業債の追加計上でございま

す。 

 次に、繰越明許費につきましてご説明申し上げ

ます。１ページをお開き願います。１ページ下段

でございます。第２表、繰越明許費補正につきま

しては、歳入でご説明申し上げました通知カード

・個人番号カード交付事業費補助金が国におきま

して繰り越しに関する予算措置がされており、本

町におきましても当該事業費の予算を繰り越して

使用できるよう予算措置をするものでございま

す。１、追加、２款総務費、３項戸籍住民基本台

帳費、事業名、通知カード・個人番号カード交付

事業、金額154万8,000円。 

 次に、地方債補正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。上段でござい

ます。第３表、地方債補正につきましては、橋り

ょう補修整備事業に係る町債の追加計上でござい

ます。１、追加、起債の目的、橋りょう補修整備

事業債、限度額540万円、起債の方法、普通貸借又

は証券発行、利率、5.0％以内（ただし、利率見直

し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金

融機構資金について、利率の見直しを行った後に

おいては、当該見直し後の利率）、償還の方法、

償還期限、据置期間を含め30年以内とし借入先が

定める償還方法による。ただし、財政の都合によ

り据置期間及び償還期限を短縮若しくは繰上償還

又は低利に借換することができる。償還財源、一

般歳入金、その他、起債の借入については借入先

の融資条件による。 

 以上、議案第７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。 
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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。 

〇８番（吉田浩一君） ２点ばかりお伺いいたし

ます。 

 まず、１点目、５ページの住民基本台帳の通知

カードの事業なのですけれども、繰越明許費を設

定して来年度行うということなのですけれども、

これはどういう事業なのか、事業の内容をもうち

ょっと詳しく教えていただきたいと思います。 

 それと、もう一点、６ページの中央公民館総務

費、備品購入で30万円ということが計上されてお

ります。この収入は、報告のありましたとおり、

お一人の方の寄附で30万円ということだったので

すけれども、具体的にその30万円で何のあれを買

う予定なのか、それを教えていただきたいと思い

ます。 

〇町民福祉課長（上村友成君） ８番、吉田議員

の通知カード、個人番号カード交付事務事業にか

かわります事業内容についてのご質問に答弁申し

上げます。 

 本事業につきましては、全国地方自治体で統一

して委託してございます地方公共団体情報システ

ム機構、こちらに支払う交付金でございます。事

業の内容でございますけれども、個人番号にかか

わります通知カード並びに個人番号カードの交付

にかかわります事業につきまして全てジェイリ

ス、地方公共団体情報システム機構に委託してご

ざいますので、こちらに対して支払う金額でござ

いますので、ご理解賜りたいと存じます。 

〇社会教育課長（松井正光君） ８番、吉田議員

からの中央公民館寄附にかかわります30万円に何

を購入予定かということの質問にご答弁させてい

ただきます。 

 30万円につきましては、中央公民館の３階会議

室の椅子を30脚ほど購入予定でございますので、

ご理解願いたいと存じます。 

〇８番（吉田浩一君） 上村課長のところで再質

問なのですけれども、どこだかのセンターに最終

的には行くというあれなのです。そっちに行くの

だったら、なぜ繰越明許を設定しなければならな

いのかなというふうに思うのだけれども、例えば

個人番号カードをつくるときに１件来たら１件ず

つやるという、そういうスタイルだから繰越明許

になるのか、その辺はどうなのでしょうか。 

 それと、カードが現時点でどれぐらい番号が来

て、カードにかえた率というのですか、それが何

％くらいに、大体の数字でいいですからわかって

いたら教えていただきたいと思います。 

〇町民福祉課長（上村友成君） ８番、吉田議員

の再度のご質問に答弁申し上げます。 

 まず、繰越明許をする理由でございますけれど

も、平成28年度におきまして国において考えてお

りました個人番号カードの交付枚数を大幅に下回

ってございます。国におきまして決定がされまし

た補助金に対しまして地方公共団体情報システム

機構からの請求が少なくなる予定となってござい

ましたので、その差額分を来年度に繰り越しして

使用するものでございます。 

 なお、平成29年２月末現在におきます個人番号

カードの申請申し込み件数でございますけれど

も、余市町におきましては1,716枚の申請件数がご

ざいまして、現時点におきまして1,306の交付を行

ってございますので、ご理解賜りたいと存じます。 

〇８番（吉田浩一君） 交付枚数が一千三百何枚

ということであれば、人口大体２万人いるとして

１万八千幾らまだ残っているということなので

す、答弁からすれば。であれば、この事業がいい

のか、悪いのかはよくわかりませんけれども、こ

の事業をこのままの調子でいくのであれば何年か

かるのだと。その都度その都度一回一回予算措置

したけれども、出ないからまた来年も繰越明許費、

その次の年も繰り越しというふうになっていくの

が果たして役所の事務としていかがなものなのか
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なと思うのだけれども、その点は役場上層部とし

てはどういうふうに考えておられるのか、その考

え方をお願いします。 

〇町民福祉課長（上村友成君） ８番、吉田議員

の再度のご質問に私のほうからまず答弁させてい

ただきます。 

 交付件数につきましては、国において件数を想

定いたしまして、補助金を決定されてございます。

来年度につきましては、来年度から実際に個人番

号カードを使いましたマイナポータル等の運用に

よりまして本稼働がなされる予定でございます。

来年度以降にはそういった形がございますので、

交付枚数もふえるものというふうに考えてござい

ます。そうした中で、余市町といたしましても広

報等の宣伝等を行いながら、交付枚数をふやして

い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） ３ページ、17款、５目衛

生費寄附金ということで町営墓地整備事業寄附金

という形になっておりますこの10万円につきまし

てですが、この内訳、それとあわせまして今の関

連でございますけれども、歳出、５ページの２款、

１目戸籍住民基本台帳費の個人番号の件について

ですが、こちらのほうは引き続き来年度も行って

いくというふうな先ほどの答弁ございましたけれ

ども、そちらのほうは周知徹底も含めまして広報

等でやっていくということでございますが、どの

くらいの数を設定というか、先ほどの答弁により

ますと人口１万9,000人余に対して1,700ですか、

それで1,306ということで、２割弱ということでご

ざいますので、どのくらいまでの数値目標を掲げ

ていらっしゃるのかということについて、この２

点についてお聞きしたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

〇財政課長（山本金五君） 12番、庄議員からの

予算編成、財源の内訳の内容でございますので、

私のほうからご答弁させていただきます。 

 ご質問のございました衛生費寄附金、その10万

円につきましては、歳出、予算書で申しますと５

ページの中で４款衛生費、保健衛生費の中で財源

の組みかえと。従前一般財源で措置してございま

した分をご寄附をいただいた方のご意向に沿う形

で、その財源を組みかえて当該事業に充当してご

ざいます。ですから、当初の事業目的の中で財源

を措置させていただいたということで、先ほどの

ような形でのこれをもって新たに購入するとか整

備をするとかという形での予算措置はしてござい

ません。 

〇町民福祉課長（上村友成君） 12番、庄議員の

個人番号カード発行に対します数値目標について

のご質問に答弁させていただきます。 

 国におきましては、国民１人に対しまして１枚

ずつ個人番号カード発行という目標がございま

す。余市町におきましては、こちらの目標が大前

提ではございますけれども、必ずしも個人番号カ

ードがなければできないという部分、町民全員が

なければならないという部分もまだ必要性という

部分では薄い部分がございます。今後につきまし

ては、余市町といたしましてはこの必要性につい

て十分周知を図りながら、交付を図ってまいりた

いところでございますので、明確な数値目標とい

うのは持っていないのが現状でございますので、

ご理解賜りたいと存じます。 

〇12番（庄 巖龍君） 先ほどの衛生費の町営墓

地の寄附金ということでございますけれども、ち

ょっと私の理解ができていないのかあれなのです

けれども、組みかえされたということで、５ペー

ジのほうで組みかえられたということで、寄附金

って単なる個人からの寄附金という形ではないの

かどうかという、要するにこれ寄附金ですよね。

個人的な、あるいは団体等からの寄附金という形

なのかなというふうに私は承知していたのですけ

れども、もしそのようなのであればどういった方

なのか、個人情報に関係するようなことでなけれ
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ばお聞かせいただきたいということでございま

す。 

 あわせまして先ほどの通知カード、個人番号で

すけれども、これは実はご存じかと思いますけれ

ども、事業所も来年から13桁の番号ということも

ありまして、そういった事業と重なってくるとい

うふうに考えますので、町民に対する通知カード

の重要性を周知徹底させるということで、個人番

号なければいろいろな部分で行政手続等、またあ

るいは銀行もそうですけれども、そういったこと

なんかにつきまして大変個人カードというのは有

意義に使えるのですよというふうな町民に対する

優しいというか、わかりやすい周知徹底をしてい

ただきたいと思うのですが、その辺についてどの

ようにお考えかいま一度答弁のほうお願いいたし

ます。 

〇財政課長（山本金五君） 12番、庄議員からの

再度の寄附金の考え方について私のほうからご説

明申し上げます。 

 まず、本件の寄附金10万円につきましては、個

人の方からの寄附でございます。寄附につきまし

ては、まず当該事業、当然寄附された方のご意向

というものがございます。そういった中で、すぐ

に実施できる事業とそうではない場合がございま

す。すぐに実施できないような場合につきまして

は、それを積立金という形で財産管理のほうの中

で積み立て計上するものでございます。本件の

10万円につきましては、その該当する事業が既定

予算の中で存在しているということから、先ほど

ご説明申し上げました５ページの衛生費、１項保

健衛生費、４目環境衛生費の中で、寄附金につき

ましては一般財源ではないということでその他に

10万円、ですから寄附を頂戴した方の分につきま

してはこの事業に本年度中に充当させていただき

ましたと。その結果としまして、一般財源がその

分必要なくなりますので、その分についての減額

をしたという形での組みかえをさせていただいた

ということになりましたので、今後ともまた寄附

をいただいた方のご意向に沿った形での当該年度

で充当するのか、それとも今後の事業展開に備え

て積立金をするのかというのは、その時点、その

時点で判断してまいりたいというふうに考えてご

ざいますので、ご理解願いたいと存じます。 

〇町民福祉課長（上村友成君） 12番、庄議員の

個人番号に関します再度のご質問に答弁させてい

ただきます。 

 個人番号につきましては、最初に全国民にお配

りしてございます通知カード、これにつきまして

は余市町におきましてもほぼ99％の皆様に配って

ございます。これに個人番号が付されてございま

すので、個人番号の周知についてはほぼできてい

るというふうに考えてございます。これの今後の

利用につきましては、また改めましてこれから個

人番号が必要な場面、場面に応じまして再度周知

させていただくように徹底いたしますので、ご理

解賜りたいと存じます。 

〇12番（庄 巖龍君） くどいようで大変恐縮で

ございますけれども、先ほどの町営墓地の件でご

ざいますけれども、余市町では町営の墓地がたく

さん所有されていると思いますが、どこの墓地に

対しての10万円のことなのかということで、わか

る範疇であれば、お答えできる範疇であれば教え

ていただきたいということでありますが、質問と

いうふうになるのかと思いますけれども、本来で

いえば歳出の部分になるのかと思いますが、あと

通知カードにつきましてはよくわかりました。今

後町側としまして、より町民の皆さんにご理解を

いただいて、周知徹底をしていただくことを望み

ます。 

〇財政課長（山本金五君） 12番、庄議員からの

再度の墓地の寄附に関する部分に関しまして私の

ほうからご答弁申し上げます。 

 当初予算段階で町営墓地施設整備事業としまし

て125万円を計上してございます。ここの部分につ
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きましては、梅川霊園及び美園墓地の中で通路の

整備、それと外灯の設置ということで125万円を計

上してございます。ここの部分が従前一般財源を

充当してございましたが、ここの部分に対しまし

てご寄附をいただいた方の10万円を充当させてい

ただいたということでご理解願いたいと存じま

す。 

〇16番（藤野博三君） 二、三質問させていただ

きます。 

 １つは、総務寄附金の件なのですけれども、未

来を担う人づくり基金、これは私も総務文教常任

委員でありますので、一通りのことは総務文教常

任委員会でやってきたのですけれども、未来を担

う人づくり基金も終わりますので、確認だけさせ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、この未来を担う人づくり基金、いつまで

やるのか。もう一つは、町内の在住の方からこの

名目で寄附金があったのかどうか、その２点だけ

確認したいと思います。 

 それと、次の歳入の17款１項４目の図書館と中

央公民館の図書購入寄附金とか備品購入寄附金あ

るのですけれども、これも確認なのですけれども、

これというのは寄附のあった方から例えば実質的

なこういうものを買ってほしいとか、ああいうも

のを買ってほしいという項目までお願いされて寄

附を受け付けているのか、その辺について確認を

したいと思います。 

 それと、もう一点が歳出の８款の道路橋りょう

維持費のところなのですけれども、調査委託料が

260万円ほど減になっているのですけれども、１つ

はコンサルがこれを委託して見積もったものか、

それとも余市町自体で見積もったものか、それを

お聞かせ願いたいと思います。 

 また、ここで橋梁の調査設計の項目上げられて

いるのですけれども、これは全てこれで橋梁の調

査が終わったのか、それともまだこれから来年度

に向けてあるのか、その辺もご答弁お願いいたし

ます。 

〇企画政策課長（滝上晃一君） 16番、藤野議員

からのご質問にご答弁申し上げます。 

 １点目のふるさと納税の寄附金をいつまで実施

するのかという件でございます。これにつきまし

ては、去る臨時会におきまして議案を議決いただ

いております余市町のふるさと応援寄附金条例、

これの施行をもって今の未来を担う人づくり基金

が廃止されるというようなことになりますので、

その時点まではこういった寄附の受け付けという

形になります。 

 それから、２点目の町内の方からの寄附金の状

況でございます。平成28年の３月から今予算の補

正分までの件数といたしましては、６名の方が町

内の方となっているところでございます。 

〇社会教育課長（松井正光君） 16番、藤野議員

よりいただきました質問につきまして、図書館寄

附金、また公民館の寄附金につきまして寄附者の

ご意向に沿った内容での目的に支出されるのかと

いうことにつきましてご答弁申し上げます。 

 図書館につきましては、図書購入資金の一部と

してということで指定をいただきまして、そのま

ま基金のほうに積んでございますので、ご意向に

沿ってございます。また、公民館の備品につきま

しても本人にその30万円の使途につきまして公民

館の椅子を購入してもよろしいでしょうかという

ことを確認した上での予算措置をしてございます

ので、ご理解いただきたいと存じます。 

〇建設課長（高橋良治君） 16番、藤野議員のご

質問にご答弁申し上げたいと思います。 

 橋梁の委託料並びに工事につきましては、あく

までも業者のほうに橋梁の補修調査設計を委託し

てございます。ただ、その中身につきましては、

必要に応じた橋の補修内容について調査を委託し

てございます。工事設計につきましては、うちの

ほうで設計をして工事発注してございます。 

 また、橋梁点検につきましては、余市町内に80橋
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ございます。それを計画的に点検を今後とも実施

する予定でございます。28年度につきましては、

31橋を調査してございます。 

〇16番（藤野博三君） 確認の上の確認で大変申

しわけないのですけれども、さっき言った寄附金

の件なのですけれども、これはあくまでも寄附者

の意向に沿って、ある程度細かい例えば図書購入

費であれば何とか世界文学全集を買ってほしいと

かという寄附者からの図書購入の要望があれば、

それに沿った図書を購入するような形で了解して

いいのかどうか、その１点と、それから今の橋梁

の設計の見積もりは、一応庁内でやっているとい

うのは今答弁いただいたのですけれども、これに

対して橋梁の調査そのものに対しては例えばどこ

かのコンサルに見積もりとかそういう依頼は一切

かけていなくて、あくまでも余市町の中で委託の

ための積算をしているという了解でいいのかどう

か、それともまたよくあるのだけれども、橋梁関

係の業者にこういうものに対しては見積もりを出

してもらえないかとかそういうことはあるのかど

うか、その辺の確認をお願いいたします。 

〇社会教育課長（松井正光君） 16番、藤野議員

からの再度のご質問でございますが、図書館の図

書費の一部としてとの意向があった場合、その寄

附者が特定のこういった作品、または全集を買っ

てほしいという指定がございましたら、それに沿

って購入をいたしますが、今回の２件いただきま

した20万円につきましては、それぞれ図書館の図

書購入費の一部ということで指定ございませんで

したので、基金に積んで有効に使っていくという

ことでご理解いただければと存じます。 

〇財政課長（山本金五君） 16番、藤野議員から

の寄附全体の部分につきまして私のほうからご答

弁申し上げます。 

 まず、先ほどのご質問は図書の部分だけの説明

でございましたが、本町といたしましては特定の

目的を持った寄附がまず受けられるか、受けられ

ないかという部分がございます。結局その事業目

的が本町の政策にまず合っているか、合っていな

いかという部分もございますので、先ほど教育委

員会のほうからも説明ありましたとおり、本町が

そもそも購入しようと思っている部分であればそ

れは政策的に合致するわけでございますが、その

金額だけでは目標を最後まですることができない

といったような寄附が来た場合には、その寄附を

いただいたとしても寄附者のご意向に沿った形で

の事業実施が難しい場合もございます。したがい

まして、そういう場合にあっては、寄附者の方に

その旨、本町の政策として受けられるか、受けら

れないかという部分を寄附採納願の段階で整理い

たしまして、寄附者の方が当初目的にされている

ことが町として達成可能かどうかということを含

めた中で、これは図書に限らず、社会福祉ですと

かその他の建設、公共施設ですとか、その一部を

もらっての事業の達成が難しいような場合にはせ

っかく頂戴してもその財源を有効に使用すること

ができませんので、そういった場合につきまして

は寄附者の方と十分協議させていただいた中で整

理させていただいているということを補足的に説

明させていただきたいと存じます。 

〇建設課長（高橋良治君） 16番、藤野議員の再

度のご質問にご答弁申し上げたいと思います。 

 積算につきましては、業者からの見積もりでな

くて、国の基準に基づいて調査を委託し、積算し

てございますので、ご理解願いたいと思います。 

〇14番（大物 翔君） ２ページにあります橋り

ょう補修整備事業債の中身のことで伺いたかった

のですけれども、こちら内容は、起債の方法は普

通貸借又は証券発行となっております。利率は５

％以内と。繰上償還なども一応可能ではあるとい

うふうになっているのですけれども、３点聞きた

いのですけれども、１つ目は一般の借り入れとい

うのはわかるのですけれども、証券発行というの

は具体的にどういうケースが今まであったのかな
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と。余市町だけではなく、全国的な例も踏まえて

なのですけれども、あるのかなというのが１つ疑

問だったのと、２つ目、利率の点では５％と定め

られているのですけれども、例えば通常の銀行に

定期預金を組もうと思ったら、10年定期でも現状

残念ながらな率しかつかないわけなのですけれど

も、それから比較したら随分上限値が高いなとい

うふうに思いまして、最近のこういう事業を行う

ために債券を発行した場合の平均的な利率という

のはどのぐらいになっているのかなというのが２

つ目と、３つ目、引き受け先なのですけれども、

これは例えば信用金庫ですとか銀行ですとか民間

の金融機関が引き受けることができるのか、それ

ともいわゆる政府系の公金機関が引き受ける形に

必ずなっているのか、その辺の確認踏まえて３点

伺いたいと思います。 

〇財政課長（山本金五君） 14番、大物議員から

起債の借り入れ方法につきまして私のほうからご

答弁申し上げます。 

 まず、ご質問の中の起債の方法ということで、

普通貸借又は証券発行ということで、本町におき

ましては証券発行をしたことは現在ございませ

ん。全て普通貸借の中で、借用証書を用いて金銭

を借り入れてございます。全国的な部分で話しま

すと、大規模なところであれば何らかのシンジケ

ート団ですとか、そういう形で大規模会社という

ところで入札という形で資金調達される場面もあ

ろうかと思いますけれども、本町におきましては

現在起債の措置につきましては届け出制になって

ございます。この届け出の中で、３番目のご質問

にも該当するところでございますが、ご質問のと

おり、政府系金融機関、財務省の部分、それと地

方金融機構の部分、それとご質問にあった市中金、

これは具体的な名称であれば町内であれば北海信

金さんですとか北洋さんですとか、これらの部分

についてはその起債の内容によりまして最も有利

な政府系資金がつくか、つかないかにつきまして

は、これは北海道の中で全て整理されてくるとこ

ろでございます。したがいまして、今回のこの橋

りょう補修整備事業債の引き受け先につきまして

は、今後また北海道のほうとも整理した中で、こ

れが政府系の金融機関になるのか、市中金になる

のかというところになろうかと思います。 

 あと、利率につきましても事業目的によって償

還期間が短いもの、長いものも当然ございます。

したがいまして、この金利につきましても長期の

ものと短期のもの、それから金額、借り入れ先に

よってそういった中で変わります。最近の例でい

いますと、最低ですと0.1％という形の借り入れ利

率もございました。ただ、これはあくまでも市場

での金融政策の部分もございます。したがいまし

て、大体１％を切っているというのがここ数年の

状態だというふうに考えてございます。 

 この中で、その利率5.0％以内というようなこと

でございますが、これにつきましてもここに書い

ていますとおり将来的に何らかの金利変動があっ

て、これが10年後の利率見直しという形になりま

すと、その時点で今度５％を上回ったことが万が

一でもあった場合には、結局ここの議決内容に反

する行為になってしまいますので、そういった中

で将来的な部分で議会のほうが５％までであれば

というような形でご承認いただければ、スムーズ

な金融というか、資金調達が可能であるといった

中で、現在の金利市場から見るとちょっと高いと

いうようなご指摘もわかるところでございます

が、将来的なそのようなふぐあいが生じない形で

5.0％以内という形の中で議決を賜りたいという

ふうに考えてございますので、ご理解願いたいと

存じます。 

〇議長（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



－37－ 

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号については委員会の付託を

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 平成28年度余市町一般会

計補正予算（第９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０３分 

再開 午前１１時１５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４、議案第８号 平

成28年度余市町国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇保健課長（須藤明彦君） ただいま上程されま

した議案第８号 平成28年度余市町国民健康保険

特別会計補正予算（第４号）につきまして、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の歳出におきま

しては、高額医療費共同事業拠出金の補正計上と

特定健診等の国、道支出金精算による返還金の補

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、高額医療費共同事

業の確定見込みによる交付金及び国、道支出金の

補正計上を行い、予算の収支均衡につきましては

療養給付費においてその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８号 平成28年度余市町国民健康保険特

別会計補正予算（第４号）。 

 平成28年度余市町の国民健康保険特別会計の補

正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ171万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ34億7,435万5,000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29年３月６日提出、余市町長、嶋  保。 

 初めに、歳出からご説明申し上げます。３ペー

ジをお開き願います。上段でございます。３、歳

出、２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被

保険者療養給付費、補正額360万3,000円の減、19節

負担金補助及び交付金360万3,000円の減につきま

しては、一般被保険者療養給付費の減額により全

体予算額の調整を行ったものでございます。 

 ７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１

目高額医療費共同事業医療費拠出金、補正額184万

8,000円、19節負担金補助及び交付金184万8,000円

につきましては、高額医療費共同事業医療費拠出

金の確定見込みによる追加補正でございます。 

 ８款保健事業費、２項特定健康診査等事業費、

１目特定健康診査等事業費、補正額ゼロ円につき

ましては、特定健診における国、道支出金の増に

伴う一般財源との組みかえでございます。 

 10款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３

目償還金、補正額４万2,000円、23節償還金利子及

び割引料４万2,000円につきましては、平成27年度

特定健診、保健指導に係る国、道支出金の精算に
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よる返還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。２ペ

ージの中段でございます。２、歳入、４款国庫支

出金、１項国庫負担金、２目高額医療費共同事業

負担金、補正額46万2,000円、１節高額医療費共同

事業負担金46万2,000円につきましては、歳出の高

額医療費共同事業医療費拠出金の追加補正に伴う

国庫負担金の補正計上でございます。 

 ３目特定健康診査等負担金、補正額23万

3,000円、１節特定健康診査等負担金23万3,000円

につきましては、特定健診費用に係る国庫負担金

の確定見込みによる補正計上でございます。 

 ７款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費

共同事業負担金、補正額46万2,000円、１節高額医

療費共同事業負担金46万2,000円につきましては、

歳出の高額医療費共同事業医療費拠出金の追加補

正に伴う道負担金の補正計上でございます。 

 ２目特定健康診査等負担金、補正額23万

3,000円、１節特定健康診査等負担金23万3,000円

につきましては、特定健診費用に係る道負担金の

確定見込みによる補正計上でございます。 

 ８款共同事業交付金、１項共同事業交付金、１

目共同事業交付金、補正額310万3,000円の減、１

節現年度分310万3,000円の減につきましては、高

額医療費共同事業交付金の確定見込みによる減額

補正でございます。 

 以上、議案第８号につきましてご説明を申し上

げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜り

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 平成28年度余市町国民健

康保険特別会計補正予算（第４号）は、原案のと

おり可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第５、議案第９号 平

成28年度余市町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇保健課長（須藤明彦君） ただいま上程されま

した議案第９号 平成28年度余市町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号）につきまして、提

案理由をご説明申し上げます。 

 今回ご提案申し上げました補正予算は、保険基

盤安定負担金の確定見込みによる後期高齢者医療

広域連合納付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、繰入金により収支

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９号 平成28年度余市町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号）。 

 平成28年度余市町の後期高齢者医療特別会計の

補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 
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 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ449万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２億9,960万4,000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29年３月６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

ジをお開き願います。下段でございます。３、歳

出、２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後

期高齢者医療広域連合納付金、１目後期高齢者医

療広域連合納付金、補正額449万5,000円の減、19節

負担金補助及び交付金449万5,000円の減につきま

しては、後期高齢者医療広域連合納付金の保険料

等負担金のうち、保険基盤安定分の確定見込みに

よる減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。本ペ

ージの上段でございます。２、歳入、３款繰入金、

１項一般会計繰入金、２目保険基盤安定繰入金、

補正額449万5,000円の減、１節保険基盤安定繰入

金449万5,000円の減につきましては、保険基盤安

定繰入金の確定見込みによる減額補正でございま

す。 

 以上、議案第９号につきましてご説明を申し上

げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜り

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９号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第９号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第９号 平成28年度余市町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、原案の

とおり可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第６、議案第10号 平

成28年度余市町水道事業会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇水道課長（渡辺郁尚君） ただいま上程されま

した議案第10号 平成28年度余市町水道事業会計

補正予算（第１号）につきまして、その提案理由

をご説明申し上げます。 

 このたび補正いたします内容につきましては、

収益的収入、第１款水道事業収益、第２項営業外

収益、第２目他会計補助金につきましては、平成

28年度の地方公営企業繰出金にかかわる総務省通

知に基づき基準内繰出金の再計算を行い、所要の

増額措置をするものであります。また、第２項営

業外収益、第３目長期前受金戻入につきましては、

本年度の減価償却費及び資産減耗費の確定見込み

に伴い長期前受金の収益額を整理し、増額補正を

行うものであります。 

 収益的支出、営業費用、第５目資産減耗費につ

きましては、本年度の配水管布設がえにより除却

となった配水管及び量水器の除却に伴う固定資産

除却費の増額補正を行うものであります。また、

営業外費用、第２目消費税及び地方消費税につき
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ましては、営業費用及び建設改良費等課税仕入額

の決算見込みにより消費税の納付額を再計算した

ところ増額となることが見込まれることから、所

要の増額措置をするものであります。 

 資本的収入、第１項出資金につきましては、平

成28年度の地方公営企業繰出金にかかわる総務省

通知に基づき基準内繰出金の再計算を行い、所要

の増額措置をするものであります。第３項企業債

につきましては、本年度の建設改良事業の決算見

込みによる借入額の整理を行うものであります。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第10号 平成28年度余市町水道事業会計補

正予算（第１号）。 

 第１条 平成28年度余市町水道事業会計の補正

予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 第２条 予算第３条に定めた収益的収入及び支

出の予定額を次のとおり補正する。 

 収入、科目、第１款水道事業収益、既決予定額

７億800万9,000円、補正予定額1,219万4,000円、

計７億2,020万3,000円。 

 第２項営業外収益、既決予定額１億2,921万

1,000円、補正予定額1,219万4,000円、計１億

4,140万5,000円。 

 支出、科目、第１款水道事業費用、既決予定額

７億1,339万2,000円、補正予定額793万円、計７億

2,132万2,000円。 

 第１項営業費用、既決予定額５億7,060万

6,000円、補正予定額594万4,000円、計５億7,655万

円。 

 第２項営業外費用、既決予定額１億4,168万

6,000円、補正予定額198万6,000円、計１億4,367万

2,000円。 

 第３条 予算第４条本文括弧書中、資本的収入

額が資本的支出額に対し不足する額「２億4,523万

5,000円」を「２億4,360万7,000円」に、当年度分

損益勘定留保資金「１億2,986万8,000円」を「１

億2,824万円」に改め、資本的収入の予定額を次の

とおり補正する。 

 収入、科目、第１款資本的収入、既決予定額１

億2,191万2,000円、補正予定額162万8,000円、計

１億2,354万円。 

 第１項出資金、既決予定額2,191万2,000円、補

正予定額192万8,000円、計2,384万円。 

 第３項企業債、既決予定額9,870万円、補正予定

額30万円の減、計9,840万円。 

 第４条 予算第５条に定めた起債の限度額を次

のとおり変更する。 

 起債の目的、配水管整備事業、補正前限度額

2,870万円、補正後限度額2,840万円。 

 第５条 予算第８条に定めた一般会計から補助

を受ける金額「6,105万円」を「7,288万6,000円」

に改める。 

 平成29年３月６日提出、余市町長、嶋  保。 

 次に、平成28年度余市町水道事業会計予算実施

計画についてご説明申し上げます。１ページでご

ざいます。平成28年度余市町水道事業会計予算実

施計画、収益的収入及び支出、収入、補正額のみ

申し上げます。１款水道事業収益、補正額1,219万

4,000円、２項営業外収益、補正額1,219万4,000円、

２目他会計補助金1,183万6,000円につきまして

は、平成28年度地方公営企業繰出金にかかわる総

務省通知に基づく基準内繰出金等の確定による増

額補正でございます。 

 ３目長期前受金戻入35万8,000円につきまして

は、本年度の減価償却費及び資産減耗費の確定見

込みに伴い長期前受金の収益額を整理し、増額補

正を行うものでございます。 

 支出、１款水道事業費用、補正額793万円、１項

営業費用、補正額594万4,000円、５目資産減耗費

594万4,000円につきましては、本年度の配水管布

設がえにより除却となった配水管及び量水器の除

却に伴う固定資産除却費の補正計上でございま

す。 

 ２項営業外費用、補正額198万6,000円、２目消
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費税及び地方消費税198万6,000円につきまして

は、本年度の決算見込みにより再計算し、不足が

見込まれる消費税額の増額補正計上でございま

す。 

 資本的収入及び支出、収入、１款資本的収入、

補正額162万8,000円、１項出資金、補正額192万

8,000円、１目出資金192万8,000円につきまして

は、平成28年度地方公営企業繰出金にかかわる総

務省通知に基づく基準内繰出金等の確定による増

額補正でございます。 

 ３項企業債、補正額30万円の減、１目企業債30万

円の減につきましては、本年度の建設改良事業の

決算見込みによる不用額の減額補正でございま

す。 

 以上、議案第10号につきまして提案理由のご説

明を申し上げましたので、よろしくご審議の上、

ご決定を賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 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。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第10号 平成28年度余市町水道事

業会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決

されました。 

 昼食のため１時まで休憩します。 

休憩 午前１１時３８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７、一般質問を行

います。 

 順次発言を許します。 

 発言順位１番、議席番号８番、吉田議員の発言

を許します。 

〇８番（吉田浩一君） 平成29年第１回定例会開

催に当たり、さきに通告の一般質問を行います。

町長におかれましては、答弁のほどよろしくお願

いいたします。 

 改正個人情報保護法についてを質問いたしま

す。保有する個人情報が5,000人以下の団体も新た

に規制対象となる改正個人情報保護法の施行が本

年６月より開始されます。この法律の適用範囲は、

報道関係や研究機関、宗教団体を除く一般のサー

クル、町内会も含めた全ての団体が対象となり、

個人情報の適切な管理と苦情対応が義務づけられ

ることになります。これにより個人情報の利用目

的を具体的に定め、取り扱い規定を対象となる方

に伝え、情報提供時には利用目的等を明記する必

要やデータの保管に関しては用紙の場合は鍵つき

のロッカーに保管、パソコンの場合はパスワード

の設定が求められるようになり、さらには苦情対

応も義務づけられています。 

 個人情報は、さまざまな場面で利用されていま

すが、生活する上で多用される事例として区会や

町内会活動がメーンとなるのでしょうが、この取
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り扱いをめぐり、どのようにして管理と運営をし

ていくのかが今後問題となってくることが推測さ

れます。特に高齢化が進む中、そしてひとり暮ら

しの世帯もふえている中で、何かの事態が発生し

た場合その活動の中心となるのは区会単位であろ

うと推測されます。しかしながら、この法律によ

って、隣は誰が住んでいるのかもわからない、知

っていても電話番号もわからないということとな

れば地域活動が成り立たない状況となってくると

推測されます。しっかり管理すれば問題ないとい

うことになるのでしょうが、役員の方は数年単位

で交代するのが常であり、さらには紙ベースでも

データベースでも書きかえが必要であります。そ

して、紙ベースの場合は鍵つきのキャビネットに

保管はできるのでしょうが、個人のパソコンにパ

スワード設定は現実的には困難であると推測され

ます。 

 余市町としては、この問題に対して具体的にど

のような事例があって、好ましくない事例はどの

ようなものがあると考えているのか。そして、区

会を含めて各団体に対し、どのような啓発と具体

的な指導を行う予定であるのか。さらには、災害

が発生した場合個々の所在確認のデータについて

は、役場として誰がどのようにして区会と連携し、

その管理は誰がするのかという点について質問い

たします。 

 答弁のほうよろしくお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） ８番、吉田議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 ご案内のとおり、個人情報保護法につきまして

は、平成27年９月に改正個人情報保護法が公布さ

れ、平成29年度より全面施行されることとなって

おります。施行前は、保有する個人情報が5,000人

を超える団体が規制の対象となっておりました

が、本改正により報道機関や研究機関、宗教団体

を除く5,000人以下の団体についても住所や氏名、

生年月日などの個人情報を紙面やパソコンなどで

活用している場合に規制の対象となるものでござ

います。 

 ご質問の具体的な事例についてでございます

が、町内には区会を初め個人情報を利用している

団体はございますが、いずれの団体につきまして

も取得した情報の管理や保管、第三者への個人情

報提供の際の同意、個人情報取り扱いに関する苦

情、相談受け付けなど、新たな対応が求められる

ところであり、負担増による活動の縮小や地域の

つながりの希薄化を懸念する声もございます。町

の対応といたしまして、町広報や町ホームページ

を活用し、全町的周知を図り、地域活動の中心的

な役割を担っていただいている区会につきまして

は、区会連合会と連携を図り、研修会の開催や取

り扱いの手引を作成し、改正点の内容等について

周知を図り、区会以外の団体につきましても対応

を検討してまいりたいと考えております。 

 また、災害が発生した際の地域との連携につき

ましては、災害発生時の避難等に特に支援を要す

る方を掲載した避難行動要支援者名簿を今後区会

などの避難支援等関係者に提供するとともに、防

災担当部局を初め各関係機関と連携を図りなが

ら、個人情報の適切な管理、運用に努めてまいり

たいと考えております。 

〇８番（吉田浩一君） もう少し答弁として具体

的なものが出てくるのかなと実は思っていたので

す。余市町というか、町長の認識としては、これ

が正式には５月30日か５月31日かなのでしょうけ

れども、一応実際的に動くのは６月からになると

思うのです。そのときになったら新たな対応が求

められるということで、やっぱり何らかの手を打

たなければならないということなのです。町とし

てはどうなのだといったら、町広報やホームペー

ジで周知して、いろいろな団体あるのでしょうけ

れども、これはあくまでも区会ということを対象

とするのであれば区会連合会を通してというよう

な答弁で、そういう手引書なりを用意しておきま
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すよと、そういう答弁でした、簡単に言えば。だ

から、一番聞きたかったのはその手引書の中身な

のです。 

 では、ちょっと細かいようなことを聞くのです

けれども、町はいつもそうなのですけれども、区

会連合会を通じてやりますよと言うのだけれど

も、では説明会とかそういうのというのは余市町

として開くという考え方まず持っているのです

か。それはないよと、あくまでも区会を対象にす

るのであれば区会連合会だけですよというのです

か、これ。なおかつ区会連合会の役員の方にこう

いう説明したと。あとは区会連合会で各区会にお

ろしてくださいと投げてしまうのですか。そうは

ならないと思うのです。だから、要するに具体的

な中身というのが一体どういうものなのか。言葉

ではわかります。だけれども、実際の活動上にお

いてどういうことが規制されるのだとかというの

はやっぱりわからないのです。 

 これ一例なのですけれども、例えば区会の仕事

として電灯の設置だとかというのもあります。そ

のときに、ことしは電灯何灯つけますよというと

きに大体役員会開くときに地図を配るのです。地

図上にこことこことここというふうになるのだけ

れども、やっぱりある程度詳細な地図ということ

で、某会社の住宅地図とかをコピーして渡すとい

う場合もあります。これだって規制の対象になっ

てくるのではないですか、これから。だから、そ

の辺はよくわからないけれども、そういう可能性

だってあると思うのです。苦情が来る、要するに

適切に管理をしなさいということなのだけれど

も、何も区会の役員の人は無造作にそれを外部に

出すとかということではないのだけれども、あく

までも区会活動の中において使うだけなのだけれ

ども、例えば区会の中で住んでいる人が住んでい

るけれども、区会活動には全く参加していないよ

という人もいるし、そういう人は何でこういう地

図配ったのだというふうに言ったときに、そうい

う苦情が来たときにどう対応するのかということ

なのです。私はそういうことだと思っているので

す。 

 これも町長必ず議員の質問の答弁の中でどうや

って周知するのですかと言ったら、町広報紙やホ

ームページを使いますというふうに言うのだけれ

ども、現実的に町広報紙が全世帯に配られている

のかといったらそうではないです。要するに世帯

数と町広報の印刷している数というのは違うはず

です、たしか。たしか1,000くらい少ないのではな

いですか。1,000までいくのかどうかわからないけ

れども。ということは、そこの部分は広報が行っ

ていないということになります。ホームページと

いったって、ホームページというのは確かにそう

いう情報を載せておくのは大事なのでしょうけれ

ども、そこを見に来るという行為がなかったら見

に来ないのです、絶対。 

 この手の苦情来る人というのは、クレーマーと

は言いませんけれども、何で俺同意していないの

に勝手に載せたのだと、使ったのだというふうに

来るパターンが一番多いのだと思うのです。だか

ら、そのときに区会の役員はどうやって対応する

のと、どういうふうにできるのと、そこを一番知

りたいのです。だから、具体的にこういうふうに

来た場合はこういうふうに答えてくださいとか

と、区会連合会では手引書をつくりますと、手引

書をつくって区会連合会のほうでは配るのか、ど

うするのかはわからないし、その手引書がどうい

う範囲まで配られるのだかわからないけれども、

要は具体的な中身があるのか、ないのかというこ

となのです。ないから、これから大至急つくりま

すというのだったら、それでもいいのです。 

 区会としては、これは地域住民の人方のために

一生懸命やっていて、決してそれをどうのこうの

ということではないのだけれども、それを受ける

側がどういうふうに受けるか。その苦情について

は、当然区会のほうで対応できないよということ
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であれば役場のほうにも来るでしょうし、苦情を

受けた区会の役員の人は役場のほうに来るでしょ

うし、そのときに適切に誰が答えるのですか。ど

この課が答えるのですか。町民福祉課ですか、企

画政策課ですか、地域協働推進課ですか。そこも

はっきりさせてほしいなと思います。 

 今回のこの問題というのは、非常に先の見えな

いということで、札幌市では弁護士さんも入れて、

いろいろな区会の役員さん方を集めて説明会みた

いのをやったというふうな記事も出ていたのです

けれども、これ区会連合会だけでやるのでなくて、

役場として各区会の役員さんに集まってもらって

個別に説明会なりなんなりしなかったら、とても

わからないと思うのです。その辺を含めてどうい

うふうにやるのか。各区会に物事は一生懸命頼む

のだけれども、そういう苦情は皆さんで処理して

くださいというのだったら、ちょっとそれはいか

がかなと思うのです。 

 それと、災害発生時のときはどうするのですか

という質問をして、災害発生の場合避難名簿を区

会に提供するという答弁もあったのですけれど

も、町長、この冬の間に豊浜まで行ったことあり

ますか。豊浜町、冬の期間、年明けてからでいい

です。豊浜というのは、ご存じのとおり、学園ま

での一本道しかないです。あそこのところ何軒玄

関前除雪している家ありますか。本当に何軒かし

かないです、今。そういう状況にもうなっている

と。それは、夏場は戻ってくるのかもしれないけ

れども、とりあえず冬場含めて、ことしの冬もず

っと住んでいたというのは本当に何軒かしかない

はずです。そういう中で、当然高齢の方でしょう

し、区会として今後活動できるのかどうかもわか

らないのだけれども、こういうところに区会連合

会通じて何かやりますよといったってどうにもな

らないでしょうし、ではこの地域の方に誰に名簿

を預けておくのと。名簿も預けられないと思いま

す。そういうところも現実にあるので、今町長の

答弁としては通り一遍であって、ちょっと私とし

ては承服しかねるのですけれども、もう少し具体

的にこういうふうに動きたいという考え方等があ

ればお知らせいただきたいなと思います。 

〇町長（嶋  保君） ８番、吉田議員の再度の

ご質問に答弁をいたします。 

 若干私の答弁自体が漠然としたものであったと

いう部分もご指摘をいただいております。１つに

は、まずこの法改正の部分、先ほどのマイナンバ

ーカードも共通する部分でございますが、私とし

てはいろいろな思いを持ってこの法改正という部

分は受けとめているところでございます。しかし、

国の法律で決められたものでございますから、粛

々とそれには対応していかなければならないとい

う中で対応していきたいと思っておりますが、こ

ういった中で区会活動等が縮小するような懸念が

あるという部分は、私大きく思っているところで

ございます。今きめ細かな共助という部分におい

ては、区会との連携というのは行政としても非常

に大きな部分を占めているというふうに思ってお

りますし、切っても切り離せない部分だというふ

うに思っています。そういった中でこのような法

改正がなされたということは、私にとっては非常

に厳しい部分があるなというふうに思っていると

ころでございます。 

 それと、区会連合会等の部分、これは町政懇談

会は区会連合会の共催という中で区会連合会が主

体となってやってございますが、この場合まず２

月に、この法改正によって区会等の部分が一番大

きな部分であるということで、２月に区会連合会

との会議をさせていただいております。これは地

域協働推進課でございます。そういった中で、こ

の４月に、来年度の４月から町広報、ホームペー

ジ、さらには研修会の開催、これはもちろん連合

会ではなくて、連合会に相談はさせていただきま

したが、運営の会議の持ち方等で相談をさせてい

ただきましたが、これは私ども町として手引書を
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つくって、そして研修会等を開催しなければなら

ないというのは当然のことだというふうに思って

おります。 

 その内容でございますが、今苫小牧等の手引書

等も含めて各自治体作成の手引書を取り寄せて、

私どもも早急に４月の研修会に間に合わせるべく

作成をしているところでございます。そういった

中でこの手引書をしっかり作成して、これは非常

にボリュームもあるし、内容的にも非常にシビア

な部分、役員に責任が転嫁される部分だとかあり

ますので、しっかりとした部分をつくっていかな

ければならないというふうに考えてございます。

そういった中では、この研修会においてもかなり

広範な質問等も出るというふうに予測されており

ますので、それともう一つは担当課に申し上げま

したが、他の地区、苫小牧等でも12月に手引書が

できているという部分がございますので、若干お

くれているのではないのかという話はさせていた

だいておりますので、これから馬力をかけてこの

研修会、そしてまたその前段の手引書を作成して、

研修会に臨ませたいというふうに思っているとこ

ろでございます。 

 またそれと、伝達手段の部分、これはホームペ

ージは議員おっしゃるように全てのお年寄り等を

含めて使っている部分でもございませんので、な

かなかそこでの周知は難しいなと思いますが、広

報の部分を100％でないからそれでやってもと言

ったら、周知の仕方というのはそこでは広報が最

高の部分だと私は思っていますし、ホームページ

は議員指摘のとおりまだまだそこだけでやるとい

う部分については、インターネットの普及等を含

めて年齢等の部分もありますけれども、全世帯に

知らせるためには町広報が私は一番の部分だとい

うふうに思っています。しかし、数の部分だけで

なくて読みやすいようにどうするという部分は、

ちょっと議題から外れますけれども、そのあたり

については私どもも大きく認識しているところで

ございます。 

 そういった中で、今後余市町として区会連合会

に丸投げでなくて、区会連合会に相談をさせてい

ただきますが、もちろん町として責任を持ってこ

の部分やっていかなければならないという気持ち

でおりますので、ご理解のほどをお願い申し上げ

たいと存じます。 

〇８番（吉田浩一君） ここの担当課はどこなの

ですか。何課というのは聞いていないものですか

ら、担当課はまずどこなのか、まず最初それを再

質問いたします。 

 それで、町長の広報の部分、よくわかるのです。

それしか手だてがないのでないのかというのもよ

くわかるのだけれども、要するに日ごろから協力

してくれている人は別にそういう苦情って言って

こないと思うのです。ふだん来ない人が何でよと

いうことを言ってくる可能性のほうが強いと思う

のです。だから、そういうところの手だてを考え

ておく必要があるのでないのかなと私は思うので

す。それは、ではどういう方法あるのですかと聞

かれても、ちょっと私もそういうのは思いつかな

いのだけれども、そういうことが必要なのではな

いのかなと思うのです、今回の場合は。 

 町長の答弁としては、町長が区会の活動をどう

いうふうに思っているかということについてはよ

くわかったのですけれども、では余市町の職員全

部がそういうふうな意識を持っているのかどうか

ということになってくると思うのです、今度。も

ちろん区会活動というのは、本当に多種多様です

し、今回の場合は、区会の数といったら三十何ぼ

ですか、余市町はあるはずなのですけれども、逆

に一番末端の人というのが矢面に立たされる可能

性があると思っているのです。というのは、区会

というのは区会長がいて、執行部があって、その

下に分区長があって、最終的に班長までいくので

す。そこの分区長だとか班長という人方というの

は、恐らく毎年どんどん、どんどんかわっていく
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と思うのですけれども、そういうところが一番苦

情来る末端でないかなと思うのです。だから、本

当に説明会をするのであれば、逆にそういう人方

に全部集まってもらって説明会しなければ理解得

られないのでないかなと思うのです。こういうふ

うに来たら、こういうふうに対応してくださいだ

とか。だから、どういうふうに説明会を開くのか

という、そこの基本が大事ではないかなと思うの

です。だから、その辺は、今こういうふうに言っ

たから、町長、そうですね、すぐやらせますとい

うふうにはならないのかもしれないけれども、そ

の辺は十分検討してもらいたいなということで、

その考え方もお尋ねしたいと思います。 

 それと、区会活動というのは、基本的に役場が

休みのときにやるのが多いのです。全部が全部と

は言いません。例えば区会で何かイベントをやり

ましょうといったら必ず土日です。土日が多いと

思います。となると役場休みだよと。そうしたら、

苦情来てもそれに対応できないよという場合もあ

ると思うのです。町長の区会に対する考え方、共

助という問題があって、区会は切っても切り離せ

ないよという問題もあるということで、町長の考

え方はわかったのですけれども、ちょっとこれと

は違うのでしょうけれども、上野町長時代に区会

の地域連絡員制度というのが設けられて、今区会

に全部配置されています。では、そういう人方と

いうのはふだん何をする。逆に町がそういう人方

を任命しているのであれば、そういう人方に例え

ば苦情来た場合は回してくださいだとか、そうい

う手法だってあると思うのです。そこのところで

それは勤務外だから、連絡員受けたからそんなこ

ともやらなければならないから面倒くさくてやれ

ないよというのであれば、いかがなものなのかと。

これは、町長だけでなくて、部課長さんが対応す

るだとかというのではなくて、やっぱり末端の本

当の小さいところがうまく動かなかったら苦情対

応だってできないと思うのです。やっているそう

いう中でうまく回っていくのでないかなと思うの

です。だから、そういう今ある組織だとか制度を

利用して、もう少しこういうふうにしたら大丈夫

だよだとかということをちゃんと言っていただけ

れば、役場の全職員一丸となってそれに対応して

いきますというのであれば、区会だって一生懸命

動いてくれるのではないかなと思うのです。その

辺を含めて町長の再度の考え方お伺いしたいなと

思います。 

〇町長（嶋  保君） ８番、吉田議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 ご提言等もいただきました。まず、研修会等の

部分から入らせていただきますが、今担当課のほ

うでは地区ごとに分けた研修会という部分を４地

区に分けてという部分検討しているようでござい

ます。そういった中で、通常各区会から町政懇談

会であれば何名という形の中でのご案内を差し上

げているところでございますが、先ほど申し上げ

ているとおり、役員だけではなくて、いろいろな

班長、そして分区長等の問題もありますので、そ

のあたり今ここでどういった中でという形ではす

ぐには答弁できませんけれども、そういった思い

も含めて、なるべく広く出席できるような配慮を

していきたいというふうに思っているところでご

ざいます。 

 それと、この区会の重要性、共助という部分、

いろいろな中で今要支援者名簿等の中での部分、

災害等の部分等もございます。そういった中で、

それらの区会との連携の重要性、これは例えば災

害等が起きた場合、役場職員が全て区会に入って

いけるかとなったら、非常に難しい部分がござい

ます。やはりその地域の中でまず第一の動きをし

ていただかなければならないという部分もござい

ますので、そういった中で区会との連携、これは

もっともっと必要になってくると思ってございま

す。そういった中で、地域連絡員制度もかなりに

なってございます。アンケート等もいただいた中
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では、かなり機能しているという評価をいただい

ている部分もありますが、その区会によっては余

りという評価の低いところもございます。そうい

った中で、職員ともどもこの地域と行政が連携す

るという、しっかりそのあたりは再認識する必要

もあるという部分ございますので、この改正個人

情報保護法については、対外的に研修会をやると

いうのはもちろんでございますが、庁内でもやは

りこれは庁議等の中でしっかりと全職員が知って

おかなければならない重要な問題だというふうに

思っているところでございます。そういった中で、

対外的な部分では研修会等の充実、そしてまた内

部の問題としては庁舎内での区会との連携の重要

性、さらにはこの改正保護法等の認識をしっかり

していきたいというふうに考えてございますの

で、ご理解のほどをお願い申し上げるところでご

ざいます。 

 担当課は、総務部の地域協働推進課でございま

す。よろしくどうぞお願いいたします。 

〇議長（中井寿夫君） 吉田議員の発言が終わり

ました。 

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、明７日は会議規則第８条の規定に基づき、

午前10時から議会を再開いたします。 

 本日はこれにて延会いたします。 

延 会 午後 １時３４分 
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