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 平成２７年余市町議会第１回定例会会議録（第６号） 

 

開 議  午前１０時００分 

閉 会  午後 ３時２７分 

 

                                                 

 

 〇招 集 年 月 日              

  平成２７年３月４日（水曜日）       

 

 〇招 集 の 場 所              

  余市町議事堂               

 

 〇開     議              

  平成２７年３月２３日（月曜日）午前１０時 

 

 〇出 席 議 員  （１８名）       

  余市町議会議長 １５番 中 井 寿 夫 

  余市町議会副議長  ８番 佐 藤 一 夫 

  余市町議会議員  １番 野 呂 栄 二 

      〃      ２番 吉 田   豊 

      〃      ３番 辻󠄀 井   潤 

      〃      ４番 藤 野 博 三 

      〃      ５番 溝 口 賢 誇 

      〃      ６番 岸 本 好 且 

      〃      ７番 近 藤 徹 哉 

      〃      ９番 彫 谷 吉 英 

      〃     １０番 野 崎 奎 一 

      〃     １１番 白 川 栄美子 

      〃     １２番 土 屋 美奈子 

      〃     １３番 中 谷 栄 利 

      〃     １４番 佐々木 正 江 

      〃     １６番 安 宅 俊 威 

      〃     １７番 庄   巖 龍 

      〃     １８番 吉 田 浩 一 

 

 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  佐々木   隆 

  総 務 課 長  須 貝 達 哉 

  企 画 政 策 課 長  盛   昭 史 

  財 政 課 長  山 本 金 五 

  税  務  課  長  秋 元 直 人 

  総 務 部 参 事  干 場 隆 利 

  民 生 部 長  澤 谷 栄 治 

  町 民 福 祉 課 長  上 村 友 成 

  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  前 坂 伸 也 

  経 済 部 長  飯 野 徹 郎 

  農 林 水 産 課 長  堀 内   学 

  商 工 観 光 課 長  小 林 英 二 

  経 済 部 参 事  細 山 俊 樹 

  建 設 水 道 部 長  柳 田 義 孝 

  建 設 課 長  亀 尾 次 雄 

  まちづくり計画課長  滝 上 晃 一 

  下 水 道 課 長  近 藤   勉 

  水 道 課 長  久 保   宏 

  会計管理者（併）会計課長  岩 戸 宏 平 

  農業委員会事務局長  高 橋 良 治 

  教    育    長  中 村 寿 仁 

  学 校 教 育 課 長  小 俣 芳 則 
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  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 

  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             

  第 １ 平成２７年余市町議会第１回定例会 

      付託 議案第 １号 余市町一般会 

      計予算              

  第 ２ 議案第 ２号 平成２７年度余市町 

      介護保険特別会計予算       

  第 ３ 議案第 ３号 平成２７年度余市町 

      国民健康保険特別会計予算     

  第 ４ 議案第 ４号 平成２７年度余市町 

      後期高齢者医療特別会計予算    

  第 ５ 議案第 ５号 平成２７年度余市町 

      公共下水道特別会計予算      

  第 ６ 議案第 ６号 平成２７年度余市町 

      水道事業会計予算（以上６件、平成 

      ２７年度余市町各会計予算特別委員 

      会審査結果報告）         

  第 ７ 議案第１２号 余市町行政手続条例 

      の一部を改正する条例案      

  第 ８ 議案第１３号 余市町情報公開条例 

      の一部を改正する条例案      

  第 ９ 議案第１４号 余市町の未来を担う 

      人づくり寄附条例の一部を改正する 

      条例案              

  第１０ 議案第１５号 余市町手数料徴収条 

      例の一部を改正する条例案     

  第１１ 議案第１６号 地方教育行政の組織 

      及び運営に関する法律の一部を改正 

      する法律の施行に伴う関係条例の整 

      理に関する条例案         

  第１２ 議案第１７号 余市町子どものいじ 

      め防止条例案           

  第１３ 議案第１８号 余市町保育所におけ 

      る保育に関する条例の一部を改正す 

      る条例案             

  第１４ 議案第１９号 余市町指定地域密着 

      型サービスの事業の人員、設備及び 

      運営に関する基準を定める条例の一 

      部を改正する条例案        

  第１５ 議案第２０号 余市町指定地域密着 

      型介護予防サービスの事業の人員、 

      設備及び運営並びに指定地域密着型 

      介護予防サービスに係る介護予防の 

      ための効果的な支援の方法に関する 

      基準を定める条例の一部を改正する 

      条例案              

  第１６ 議案第２１号 余市町指定介護予防 

      支援等の事業の人員及び運営並びに 

      指定介護予防支援等に係る介護予防 

      のための効果的な支援の方法に関す 

      る基準等を定める条例の一部を改正 

      する条例案            

  第１７ 議案第２２号 余市町地域包括支援 

      センターの人員及び運営に関する基 

      準を定める条例の一部を改正する条 

      例案               

  第１８ 議案第２３号 定住自立圏の形成に 

      関する協定の変更について     

      行政報告             

  第１９ 議案第２５号 損害賠償に係る和解 

      及び損害賠償額の決定について   

  第２０ 議案第２６号 平成２６年度余市町 

      一般会計補正予算（第１３号）   

  第２１ 議案第２７号 平成２６年度余市町 

      公共下水道特別会計補正予算（第３ 

      号）               
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  第２２ 議案第２８号 余市町政治倫理審査 

      会委員の選任について       

  第２３ 議案第２９号 余市町政治倫理審査 

      会委員の選任について       

  第２４ 議案第３０号 余市町政治倫理審査 

      会委員の選任について       

  第２５ 議案第３１号 余市町政治倫理審査 

      会委員の選任について       

  第２６ 議案第３２号 余市町政治倫理審査 

      会委員の選任について       

  第２７ 議案第３３号 余市町政治倫理審査 

      会委員の選任について       

  第２８ 議案第３４号 余市町政治倫理審査 

      会委員の選任について       

  第２９ 発議案第１号 余市町議会委員会条 

      例の一部を改正する条例案     

  第３０ 意見案第１号 持続可能な社会保障 

      制度の確立を求める要望意見書   

  第３１ 意見案第２号 ドクターヘリの安定 

      的な事業継続に対する支援を求める 

      要望意見書            

  第３２ 意見案第３号 「核兵器のない世界 

      に向けた法的枠組み」構築への取り 

      組みを求める要望意見書      

  第３３ 意見案第４号 ヘイトスピーチ対策 

      について法整備を含む強化策を求め 

      る要望意見書           

  第３４ 意見案第５号 後期高齢者医療制度 

      保険料の特例軽減措置廃止の撤回を 

      求める要望意見書         

  第３５ 意見案第６号 労働者保護ルール改 

      悪反対を求める要望意見書     

  第３６ 意見案第７号 年金積立金の被保険 

      者の利益のための安全かつ確実な運 

      用に関する要望意見書       

  第３７ 意見案第８号 小樽・北後志地域に 

      おける周産期医療体制の維持に関す 

      る要望意見書           

  第３８ 意見案第９号 農業の発展に必要な 

      生産基盤整備の拡充を求める要望意 

      見書               

  第３９ 意見案第１０号 介護報酬引き下げ 

      を撤回し、介護保険制度の拡充を求 

      める要望意見書          

  第４０ 意見案第１１号 生活保護予算削減 

      の中止を求める要望意見書     

  第４１ 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１回定例会を再開いたします。 

 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。 

                              

〇議長（中井寿夫君） ３月20日、議会運営委員会

が開催されましたので、その結果について委員長か

らの報告を求めます。 

〇４番（藤野博三君） ３月20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７名の出席のもと、さらに説明員として鍋谷

副町長、佐々木総務部長、須貝総務課長の出席があ

りましたことをご報告申し上げます。 

 今回審議されました内容につきましては、追加案

件についてであります。新たに追加されました案件

は、委員会審査結果報告６件、議案10件、発議案１

件、意見案11件、閉会中の継続審査調査申出につい

て、他に行政報告であります。 

 なお、日程の割り振りにつきましては、議員各位

のお手元に日程表が配付されておりますので、省略

させていただきます。 
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 さらに、内容につきましてご報告申し上げます。 

 平成27年余市町議会第１回定例会付託にかかわ

る日程第１、議案第１号 平成27年度余市町一般会

計予算ないし日程第６、議案第６号 平成27年度余

市町水道事業会計予算、以上各会計予算６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、平成27年度余市町各会計予算特別委員会審査

結果報告でありますので、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25号 損害賠償に係る和解及び

損害賠償額の決定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20、議案第26号 平成26年度余市町一般会

計補正予算（第13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21、議案第27号 平成26年度余市町公共下

水道特別会計補正予算（第３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22、議案第28号ないし日程第28、議案第

34号、以上７件につきましては、いずれも余市町政

治倫理審査会委員の選任についてであり、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29、発議案第１号 余市町議会委員会条例

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30、意見案第１号 持続可能な社会保障制

度の確立を求める要望意見書ないし日程第40、意見

案第11号 生活保護予算削減の中止を求める要望

意見書までの意見案11件につきましては、議員発議

でありますので、それぞれ即決にてご審議いただく

ことに決しました。 

 なお、意見案第１号ないし意見案第８号につきま

しては、一括上程の上、ご審議いただくことに決し

ました。 

 日程第41、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、委員会審査結果報告６件、議案10件、

発議案１件、意見案11件、閉会中の継続審査調査申

出についてと行政報告を本日の日程に追加し、議題

とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、委員会審査結果報告６件、議案10件、発

議案１件、意見案11件、閉会中の継続審査調査申出

についてと行政報告を本日の日程に追加し、議題と

することに決定いたしました。 

 なお、追加後の日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 今期定例会において付託に

かかわる日程第１、議案第１号 平成27年度余市町

一般会計予算、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予算、日程第３、議案第３

号 平成27年度余市町国民健康保険特別会計予算、

日程第４、議案第４号 平成27年度余市町後期高齢

者医療特別会計予算、日程第５、議案第５号 平成

27年度余市町公共下水道特別会計予算、日程第６、

議案第６号 平成27年度余市町水道事業会計予算、

以上６件を一括議題といたします。 

 この際、平成27年度余市町各会計予算特別委員会

委員長から審査結果の報告を求めます。 

〇３番（辻󠄀井 潤君） 今期定例会において平成

27年度余市町各会計予算特別委員会設置付託にか

かわる議案第１号 平成27年度余市町一般会計予

算外５件について、その審査の経過並びに結果につ

いてご報告を申し上げます。 

 本特別委員会は、平成27年３月11日開催の本会議

終了後、第１回目の委員会を開催し、正副委員長の
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選任が行われた結果、委員長に不肖私辻󠄀井 が、副

委員長に彫谷委員が選任されました。 

 委員会の開催年月日、委員の出席及び説明員の出

席状況については、お手元にご配付の委員会審査結

果報告書に記載のとおりであります。 

 さらに、審査の経過につきましては、議長を除く

議員全員で構成する特別委員会でありますので、省

略させていただきます。 

 審査の結果についてご報告申し上げます。まず、

議案第１号 平成27年度余市町一般会計予算につ

いては、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決

されました。 

 次に、議案第２号 平成27年度余市町介護保険特

別会計予算については、採決の結果、起立多数で原

案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号 平成27年度余市町国民健康保

険特別会計予算については、採決の結果、起立多数

で原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号 平成27年度余市町後期高齢者

医療特別会計予算については、採決の結果、起立多

数で原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号 平成27年度余市町公共下水道

特別会計予算については、採決の結果、全会一致で

原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６号 平成27年度余市町水道事業会

計予算については、採決の結果、起立多数で原案の

とおり可決されました。 

 以上、慎重審査をいただき、結論を得ましたこと

をご報告申し上げ、平成27年度余市町各会計予算特

別委員会の審査結果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。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これより議案第１号について討論を行います。 

 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１号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 

 本案は、委員長の報告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１号 平成27年度余市町一般会計

予算は、委員長の報告のとおり決しました。 

 次に、議案第２号について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。 

 この採決は起立により行います。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 

 本案は、委員長の報告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２号 平成27年度余市町介護保険

特別会計予算は、委員長の報告のとおり決しまし

た。 

 次に、議案第３号について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。 

 この採決は起立により行います。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 

 本案は、委員長の報告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３号 平成27年度余市町国民健康

保険特別会計予算は、委員長の報告のとおり決しま

した。 

 次に、議案第４号について討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第４号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 

 本案は、委員長の報告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４号 平成27年度余市町後期高齢

者医療特別会計予算は、委員長の報告のとおり決し

ました。 

 次に、議案第５号について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。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号 平成27年度余市町公共下水

道特別会計予算は、委員長の報告のとおり決しまし

た。 

 次に、議案第６号について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。 

 この採決は起立により行います。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 

 本案は、委員長の報告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６号 平成27年度余市町水道事業

会計予算は、委員長の報告のとおり決しました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第７、議案第12号 余

市町行政手続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12号 余市町行政手続条例の一部を改正

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行政手続条

例の一部を改正する条例案につきましては、平成

26年６月13日に公布されました行政手続法の一部

を改正する法律（平成26年法律第70号）によりまし

て、行政指導に関する規定の改正を中心に平成27年

４月１日から施行されることに伴いまして、余市町

行政手続条例につきましても行政手続法に準じ、所

要の改正を行おうとするものでございます。また、

本条例改正に伴い、本条例の条項を引用してござい

ます余市町税条例につきましても条項の整理が必

要となりますことから、本条例改正附則により余市

町税条例の一部を改正しようとするものでござい

ます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第12号 余市町行政手続条例の一部を改正

する条例案。 

 余市町行政手続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３月４日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町行政手続条

例の一部を改正する条例。 

 余市町行政手続条例（平成９年余市町条例第

19号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第４章 行政指導（第30条―第34条）」

を「第４章 行政指導（第30条―第34条の２） 第

４章の２ 処分等の求め（第34条の３）」に改める。 

 第２条第５号中「名あて人」を「名宛人」に改め

る。 

 第３条各号列記以外の部分中「第４章」を「第４
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章の２」に改め、同条第７号中「名あて人」を「名

宛人」に改め、同条第８号中「かかわる」を「関わ

る」に改める。 

 第４条、第13条から第15条まで、第22条及び第

28条中「名あて人」を「名宛人」に改める。 

 第33条第３項を同条第４項とし、同条第２項中

「前項」を「前２項」に改め、同項を同条第３項と

し、同条第１項の次に次の１項を加える。 

 ２ 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする

際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等

に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すと

きは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さ

なければならない。 

 （１）当該権限を行使し得る根拠となる法令の条

項 

 （２）前号の条項に規定する要件 

 （３）当該権限の行使が前号の要件に適合する理

由 

 第４章中第34条の次に次の１条を加える。 

 （行政指導の中止等の求め） 

 第34条の２ 法令に違反する行為の是正を求め

る行政指導（その根拠となる規定が法律又は条例に

置かれているものに限る。）の相手方は、当該行政

指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合し

ないと思料するときは、当該行政指導をした行政機

関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止

その他必要な措置をとることを求めることができ

る。ただし、当該行政指導がその相手方について弁

明その他意見陳述のための手続を経てされたもの

であるときは、この限りでない。 

 ２ 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申

出書を提出してしなければならない。 

 （１）申出をする者の氏名又は名称及び住所又は

居所 

 （２）当該行政指導の内容 

 （３）当該行政指導がその根拠とする法律又は条

例の条項 

 （４）前号の条項に規定する要件 

 （５）当該行政指導が前号の要件に適合しないと

思料する理由 

 （６）その他参考となる事項 

 ３ 当該行政機関は、第１項の規定による申出が

あったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が

当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと

認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措

置をとらなければならない。 

 第４章の次に次の１章を加える。 

 第４章の２ 処分等の求め 

 第34条の３ 何人も、法令に違反する事実がある

場合において、その是正のためにされるべき処分又

は行政指導（その根拠となる規定が法律又は条例に

置かれているものに限る。）がされていないと思料

するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又

は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対

し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をす

ることを求めることができる。 

 ２ 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申

出書を提出してしなければならない。 

 （１）申出をする者の氏名又は名称及び住所又は

居所 

 （２）法令に違反する事実の内容 

 （３）当該処分又は行政指導の内容 

 （４）当該処分又は行政指導の根拠となる法令の

条項 

 （５）当該処分又は行政指導がされるべきである

と思料する理由 

 （６）その他参考となる事項 

３ 当該行政庁又は行政機関は、第１項の規定によ

る申出があったときは、必要な調査を行い、その結

果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又

は行政指導をしなければならない。 

 附則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、平成27年４月１日から施行す
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る。 

 （余市町税条例の一部改正） 

 ２ 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６条の２第２項中「第33条第３項」を「第33条

第４項」に、「第２条第６号」を「第２条第７号」

に、「第33条第２項」を「第33条第３項」に改める。 

 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、ご決定を賜

りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして新旧対照表を添付

してございますので、ご高覧賜りますようお願い申

し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わりま

した。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議規

則第38条第３項の規定により委員会の付託を省略

いたしたいと思います。これにご異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第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、原案のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第12号 余市町行政手続条例の一部

を改正する条例案は、原案のとおり可決されまし

た。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第８、議案第13号 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13号 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

26年６月13日に公布されました独立行政法人通則

法の一部を改正する法律（平成26年法律第66号）に

よりまして新たな独立行政法人の分類が定められ、

特定独立行政法人が廃止となり、行政執行法人に改

められ、平成27年４月１日から施行されることに伴

い、余市町情報公開条例の条文中で使用しておりま

す特定独立行政法人の名称を行政執行法人に改め

ようとするものでございます。また、この法改正に

より法律の条項にも変更がありましたことから、引

用している本条例の条項につきましてもあわせて

改正しようとするものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第13号 余市町情報公開条例の一部を改正

する条例案。 

 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３月４日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町情報公開条

例の一部を改正する条例。 

 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11条第１号ウ中「第２条第２項」を「第２条第

４項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」

に改める。 

 附則 

 この条例は、平成27年４月１日から施行する。 
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 以上、議案第13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13号については委員会の付託を省

略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第13号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第13号 余市町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。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第９、議案第14号 余

市町の未来を担う人づくり寄附条例の一部を改正

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。 

〇企画政策課長（盛 昭史君） ただいま上程され

ました議案第14号 余市町の未来を担う人づくり

寄附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。 

 余市町の未来を担う人づくり寄附条例につきま

しては、本町におけるふるさと納税の受け皿として

制定し、ご寄附をいただいた方々のご意向に沿って

各種事業を実施してきたところでございます。この

たびの改正につきましては、当該寄附金によって実

施する事業について余市町の未来を担う青少年の

育成に資するべく新たに規定を加えるものでござ

います。 

 以下、議案を朗読し、ご説明を申し上げます。 

 議案第14号 余市町の未来を担う人づくり寄附

条例の一部を改正する条例案。 

 余市町の未来を担う人づくり寄附条例の一部を

改正する条例を次のとおり制定する。 

 平成27年３月４日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町の未来を担

う人づくり寄附条例の一部を改正する条例。 

 余市町の未来を担う人づくり寄附条例（平成20年

余市町条例第24号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中第６号を第８号とし、第５号の次に次の

２号を加える。 

 （６）青少年の教育振興に関する事業 

 （７）青少年の定住促進に関する事業 

 附則 

 この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

 以上、議案第14号につきまして提案理由のご説明

を申し上げましたので、よろしくご審議、ご決定を

賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして条例の新旧対照表

を添付しておりますので、ご高覧を賜りたいと存じ

ます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わりま

した。 

 これより質疑を行います。 

〇５番（溝口賢誇君） ふるさと納税のことに関し

て私一般質問を今回の議会でしています。その中
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で、町長の答弁の中ではっきりというか、答弁の中

がちょっとまだ私は納得できない面がありますの

で、再度それに絡めた質問をさせていただきたいと

思います。 

 まず、この余市町ふるさと納税謝礼贈呈要綱の中

で、この対象事業という中で、ふるさと納税をして

もらった人は未来を担う人づくり事業、寄附条例と

いうことで第２項に規定する事業をいうと、これ寄

附条例でここしか使えないということですよね、要

するに。私の言いたいのは、一般会計も使えるよう

な形のものは町長どうですかという提案をしたの

だけれども、町長の答弁の中では前回一般会計から

30万円程度の持ち出しであるからというような答

弁で、いずれこれは変えなければならないとかなん

とかそういう考えが出なかったのです。だから、こ

の条例は条例として、今後これからふるさと納税に

対して未来を担う人づくり条例の１本でなくて、余

市の産業振興とかなんとかそっちの面でも使える

ような条例、これを加えるとか新たにつくるとか、

そういう考えがありますかということが１つと、今

全国でやっているふるさと納税ですけれども、余市

の場合、北海道でもこれだけ種類のある余市の品物

というか、物品がよその町村に負けているようでは

終わっているのです。いかに町職員が企画から商工

から農林から全部含めた、税務課も含めた中で余市

町のこのふるさと納税の目標を何億円に置くのだ

とか、そういう考えで取り組まなかったらだめだと

思っているのです。要するに全部人のふんどしで、

これ絶対赤字は出ない話だから、何ぼやっても。こ

んなもうかる商売ないのだ。商売に置きかえたら、

いかに余市のものをＰＲしてふるさと納税しても

らうかというのが前提で、してもらえばもらうほど

余市の財政がよくなるということは確かなのだか

ら、これは、現金が。そこを皆さん考えてもらいた

い。町長みずから職員にふるさと納税をしてもらう

そういうＰＲでも、これを一生懸命やってもらわな

ければ困る。経常収支比率だって、82億円の一般会

計の財政の中で１割そしたら目標にやりましょう

といったら、１割あれなのだから、99.6が下がるで

しょう。これは、皆さんの税金から納めてもらった

中で下がるのではなくて、職員みずからやったこと

に対しての一般会計のお金、税収というか、中のお

金なのだ。１次産業とか商店街の活性化に向けて余

市町がお金を使って、見返りとして税収として返っ

てくるのはいつかわからない。長い間かかると思う

のだけれども、これだけは直接返ってくるお金だか

ら、一般会計に、そういう考えになってもらわなか

ったら困る。これが余市町今回のこれで北海道の中

でも上位に食い込むようなふるさと納税でなかっ

たら、今後何事やっても余市町は先頭に立てるよう

な町村にはならないと思っている。その点で一回ま

ず町長の考え方をお聞きします。 

〇町長（嶋  保君） ５番、溝口議員からのふる

さと納税に関するご質問、まず前段の部分、この要

綱等のご質問がございました。これにつきまして

は、まず１つとしてはご理解願いたいのは、今この

条例案を提案させていただいているという部分で、

私どもこれは今考えられる中でのベストな議案を

提出させていただいているという部分は、ここはご

理解願いたいと思います、今ここで提出されている

中で。しかし、私は、一回決まったものが未来永劫

そこから変わらないというふうには考えてござい

ません。そういった中では、確かにおっしゃられる

ようにふるさと納税の部分も当初の国の思惑なり、

その実態という部分とかなりかけ離れた部分にも

なってきてございます。そういった部分踏まえて、

今後いろいろな議論の中でよりいい方向があれば

それを模索していくというのはやぶさかではない

というふうに思ってございます。ですけれども、繰

り返しになりますが、この議案第14号は今考えられ

る中のベストな提案をさせていただいたというふ

うに考えてございますので、今これをすぐ変えると

かそういうことではなくて、今後のいろいろな議論

の中でそういった可能性というのは出てくるとい
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うふうには思ってございます。 

 それと、２点目、後段の部分でございます。これ

は、一般質問でも、そしてまた予算委員会の中でも

いろいろな中でのご議論もご指摘もいただいてお

ります。一貫して私が申し上げておりますのは、納

税と、税の部分から考えるとやはり行き過ぎという

か、そういった中での税の立場から考えるとちょっ

と首をかしげるような制度でございます。しかし、

財源確保、さらには１次産業、産品のＰＲ等を含め

て、そこはこういった中で活用しない手はないとい

うふうな思いで、私どもこれは東京余市会等のいろ

いろなご指摘もあった中で26年度途中から急遽指

示をいたしまして、ふるさと納税の謝礼的なものを

つけた中で取り組んだところでございます。そうい

った中で、単年度の何倍もの部分が今集まってござ

いますが、しかしまた報道されているとおり全道

的、全国的な中で非常に桁が２つ、３つも違うとい

うような部分もございますので、そこはご指摘のご

ざいました生鮮食料品含めていろいろな中の可能

性、余市町の特産品をいかにＰＲして、そしてそれ

を送ることによってまた余市に来ていただく、余市

に興味を持っていただくと、そういった部分で各課

これは連携しながら取り組んでいかなければなら

ないという部分はしっかりと指示を出していきた

いというふうに思っております。 

〇５番（溝口賢誇君） 今回の条例改正の中でこれ

がベストだと。出すのだからベストなのだろうけれ

ども、そしたら前もって学校生徒というか、少年と

かそういうふうに最初からこういうふうにそのと

ころに使いますよといったら、何でそしたら最初か

ら入っていないのという話になるでしょう。思った

よりふるさと納税して金額が上がったから、そっち

の用途しか使えないからこれつけ加えた部分でな

いの、はっきり言えば。そういう面もあるでしょう。 

 それと、今の税のあり方として、町長の言われる

とおり、これはずっと続く条例ではないと思ってい

る。いずれだめになると思っています。だけれども、

総務省のほうから来ているのは自粛しなさいよと。

返礼品に関しては自粛しなさいよと。だめだとは言

っていないのだから。そしたら、どこの町村も今は

町村間の中でふるさと納税いかにといって皆さん

が競り合っているということもある。いつも町長が

言っている余市は産品全部そろっている余市町で

ありますというのなら、それをいかに余市以外の方

にＰＲする。あと、そのＰＲのほかに、東京余市会

と言うけれども、そこだけではなくて、あと何か考

えがありますかと。これは、ふるさと納税してもら

った人だけに今回は謝礼しているでしょう。そのほ

かの人には謝礼していないのだから、寄附の人はこ

の該当になっていないでしょう。要するに今回もら

った人で、１回で終わるか、続けてやってくれるか、

これは真心というか、気持ちなのだ、余市町がどう

いうふうに取り組むかという。２回目から余市で何

か事業あったら招待しますとか来てくださいとか

と。そして、盛課長のところでこれを今やっている

けれども、そういう面でさっき言ったように水産加

工とか農業関係だとか全部課長クラスいるし、だか

ら税務課もそう、それがどういう話の中で今後お礼

に向かってどういうふうに取り組んでいくか。国で

はだめだと言っていないのだから、あるうちは大い

に利用して、税収というか、財源を求めていくとい

うのが本来の筋だと思います。そこが一番役場職員

に問われることだと思っています。ここが一番力の

出せるところだと思っています。皆さんの税金でな

くて、私たちがそういう提案して、アピールしてや

ったからこれだけのお金が入ってきて、余市町の一

般財源の経常収支比率も下がりましたと。これは大

きな声で言える。このままだったらやっぱりあなた

方官僚体制で、税収ただ集めているだけかいという

話になるから、少しはその辺努力して、この法令が

いずれはだめになると思うけれども、その前に少し

努力して税収を集めてください。税収というか、寄

附。そのアイデアとして何かあったら答弁願いま

す。 
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〇町長（嶋  保君） ５番、溝口議員の再度のご

質問に答弁いたします。 

 まず、私税のほうから考えれば疑問を持っている

という部分は、これ常々申し上げていますが、です

から取り組まないというのではなくて、だけれども

税の部分から考えるとそういうような思いもあり

ますが、財源の確保、そして余市町の産品のＰＲと

いう部分であればこのルールの中でどんどん、どん

どん取り組んでいかなければならないというのは、

これは溝口議員と思いは同じだというふうに思っ

てございます。 

 そういった中で、今新たなという部分、いろいろ

な中で今私どももこの予算審議、さらには一般質問

等の中でご提言、アドバイスもいただいておりま

す。１つには、先ほどおっしゃられました気持ちの

問題、これは近藤議員の質問でもございましたが、

例えば署名一つにしても自筆でという形のそうい

った思いやり等も含めて取り組んでいかなければ

ならないと。今も企画がメーンでやっていますけれ

ども、それはもちろん商工なり、農林水産課との調

整もとりながらやっていますが、そのあたりもっと

もっとこの横の連携をしっかりとりながら、そして

気持ちの入った、そしておっしゃるとおり１回で終

わるのではなくて、いかにリピートしていただける

か。そしてまた、納税と記念品というだけの部分で

はなくて、いかにそこで余市に興味を持っていただ

いて、例えば来ていただいたり、極端な話いい町だ

から移住したいなとか、そういうようなつながりを

持てる中での有機的な部分で、思いでやっていかな

ければならない。ただ財源をいただきました、お土

産というか、謝礼を返しますと、それだけではなく

て、そのあたりの取り組みをしっかりやらなければ

ならないというふうに心新たにしているところで

ございます。 

〇５番（溝口賢誇君） 今町長が言われたとおりな

のだ。最後は気持ち。人と人のつき合いで世の中は

成り立つ。それが大事であるから、いかに寄附して

もらった方に誠意を尽くしたことを返すか、また余

市に寄附したいという気持ちにさせるか、その友達

がこういう余市町ですよとよそに広げてくれるか、

それが大事だと思います。 

 これは、余市はこれから観光も含めた中の取り組

みになっていくと思うのだけれども、これは役場と

か議員だけでなくて、余市町民に余市町にほかから

来た人にどのような接し方をするというのは、これ

はやっぱり役所からそういう心というか、どういう

体制をもって余市町民の方々にも教えていくかと

いうものが大事だと思うのです。そういう面も含め

た中の今後取り扱いについてよろしくお願いした

いと思います。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議規

則第38条第３項の規定により委員会の付託を省略

いたしたいと思います。これにご異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第14号については委員会の付託を省

略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第14号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第14号 余市町の未来を担う人づく

り寄附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10、議案第15号 余
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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。 

〇総務課長（須貝達哉君） ただいま上程されまし

た議案第15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、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す余市町手数料徴収

条例の一部を改正する条例案につきましては、鳥獣

の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部改正

が行われ、法律の題名が鳥獣の保護及び管理並びに

狩猟の適正化に関する法律と変わったことによる

題名の変更並びに長期優良住宅の普及の促進に関

する法律に基づき、本町で認定事務を行っておりま

す一戸建ての住宅等における長期優良住宅建築等

計画の認定を受けるための申請において、これまで

は登録住宅性能評価機関が発行する技術審査適合

証を添付することとなっておりましたが、この技術

審査適合証にかわって住宅の品質確保の促進等に

関する法律に基づく住宅性能評価書を添付するこ

とにより長期優良住宅建築等計画の認定を行うよ

う国からの技術的助言がありましたことから、この

住宅性能評価書の添付により申請された場合の認

定事務にかかわる所要の手数料を定めるため、余市

町手数料徴収条例の一部を改正しようとするもの

でございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第15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３月４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33の項中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に

関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の

適正化に関する法律」に改める。 

 別表の36の項中「評価機関審査を受けていない場

合」を「ア及びイ以外の場合」に改め、イをウとし、

アの次に次のように加える。 

 イ 住宅の戸数（住宅の品質確保の促進等に関す

る法律第５条第１項に規定する住宅性能評価（以下

「住宅性能評価」という。）を受けた場合） 

 （ア）１戸のもの １万6,000円 

 （イ）２戸以上５戸以内のもの ５万3,000円 

 （ウ）６戸以上のもの ８万5,000円 

 別表の37の項中「評価機関審査を受けていない場

合」を「ア及びイ以外の場合」に改め、イをウとし、

アの次に次のように加える。 

 イ 住宅の戸数（住宅性能評価を受けた場合） 

 （ア）１戸のもの １万1,000円 

 （イ）２戸以上５戸以内のもの ３万3,000円 

 （ウ）６戸以上のもの ５万4,000円 

 附則 

 この条例は、平成27年４月１日から施行する。た

だし、別表の33の項の改正規定は、鳥獣の保護及び

狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律

（平成26年法律第46号）の施行の日から施行する。 

 以上、議案第15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
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か。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第15号については委員会の付託を省

略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第15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15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。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５５分 

                              

再開 午前１１時０５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11、議案第16号 地

方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を

改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

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。 

〇総務課長（須貝達哉君） ただいま上程されまし

た議案第16号 地方教育行政の組織及び運営に関

する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整理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。 

 今回ご提案いたします条例案につきましては、教

育の継続性、安定性を確保しつつ、地方教育行政に

おける責任の明確化など地方教育行政制度の改革

を行うことを趣旨として、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律の一部を改正する法律が平成

26年６月20日に公布され、平成27年４月１日から施

行されることから、関係条例の改正をいたすもので

あります。 

 今回の法改正の主な内容でございますが、教育長

が一般職から特別職に変更されたこと、教育委員長

と教育長が一本化されたこと、また教育長の給与等

の根拠規定であった教育公務員特例法第16条が削

除されたことなどでございます。これにより教育長

の給与、勤務時間その他条件等に関する所要の改正

を行いたく、ご提案申し上げるものでございます。 

 条例の主な改正内容でございますが、第１条の余

市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例に関しましては、教育委員長と教

育長が一本化されることから、別表中の教育委員長

の報酬の額及び費用弁償に関する部分について削

除するものでございます。 

 第２条の余市町議員報酬及び特別職給料審議会

条例では、教育長が一般職から特別職に変更になる

ことから、第１条及び第２条の規定に特別職となる

教育長を追加するものであります。 

 第３条の余市町教育長の給与及び勤務時間等に

関する条例で引用しておりました教育公務員特例

法の改正により、新たに根拠規定となる地方自治法

の引用について改正を行ったものであります。 

 また、教育長は、この改正により常勤の特別職に

なることから、第４条において勤務時間等に関する

ことについて規定し、第５条では一般職とは別途営

利企業への従事制限について、第６条では職務に専

念する義務の特例についての規定を追加するもの

であります。 

 以下、議案を朗読し、ご説明を申し上げます。 

 議案第16号 地方教育行政の組織及び運営に関

する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例案。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一

部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に
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関する条例を次のとおり制定する。 

 平成27年３月４日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。地方教育行政の組

織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整理に関する条例。 

 （余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部改正） 

 第１条 余市町特別職の職員で非常勤のものの

報酬及び費用弁償に関する条例（昭和35年余市町条

例第２号）の一部を次のように改正する。 

 別表中、教育委員会の項、委員長、月額３万

3,000円、1,500円、委員、月額２万4,000円、1,500円、

余市町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支

給方法に関する条例第３条の規定による相当額を

教育委員会、委員、月額２万4,000円、1,500円、余

市町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給

方法に関する条例第３条の規定による相当額に改

める。 

 （余市町議員報酬及び特別職給料審議会条例の一

部改正） 

 第２条 余市町議員報酬及び特別職給料審議会

条例（昭和42年余市町条例第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１条及び第２条中「町長及び副町長」を「町長、

副町長及び教育長」に改める。 

 （余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条

例の一部改正） 

 第３条 余市町教育長の給与及び勤務時間等に

関する条例（昭和45年余市町条例第８号）の一部を

次のように改正する。 

 第１条中「、教育公務員特例法（昭和24年法律第

１号）第17条第２項の規定により」を「、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第204条及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第

162号）第11条第５項の規定に基づき」に改め、「支

給方法」の次に「並びに勤務時間その他勤務条件」

を加える。 

 第２条第３項ただし書きを削る。 

 第４条中「、法令に別段の定めがある場合を除き、

一般職の職員の例による」を「、余市町職員の勤務

時間及び休日休暇に関する条例（昭和35年余市町条

例第３号）の例による」に改める。 

 第４条の次に次の２条を加える。 

 （営利企業への従事制限） 

 第５条 教育長は、教育委員会の許可を受けなけ

れば、営利を目的とする私企業を営むことを目的と

する会社その他の団体の役員の地位を兼ね、若しく

は自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を

得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはな

らない。 

 ２ 前項の許可に関する手続は、別に教育委員会

規則で定める。 

 （職務専念義務） 

 第６条 教育長の職務に専念する義務の特例は、

職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和26年

余市町条例第７号）第２条の例による。 

 附則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、平成27年４月１日から施行す

る。 

 （余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

 ２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の一部を改正する法律（平成26年法律第76号。以下

「改正法」という。）附則第２条第１項の場合にお

いては、この条例による改正後の余市町特別職の職

員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例別表の規定は適用せず、この条例による改正前の

余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を

有する。 

 （余市町議員報酬及び特別職給料審議会条例の一

部改正に伴う経過措置） 

 ３ 改正法附則第２条第１項の場合においては、
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この条例による改正後の余市町議員報酬及び特別

職給料審議会条例第１条及び第２条の規定を適用

せず、この条例による改正前の余市町議員報酬及び

特別職給料審議会条例第１条及び第２条の規定は、

なおその効力を有する。 

 （余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条

例の一部改正に伴う経過措置） 

 ４ 改正法附則第２条第１項の場合においては、

この条例による改正後の余市町教育長の給与及び

勤務時間等に関する条例第１条、第２条、第４条か

ら第６条までの規定は適用せず、この条例による改

正前の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関す

る条例第１条、第２条、第４条の規定は、なおその

効力を有する。 

 なお、ただいまご説明申し上げました附則第１項

から第４項までにつきましては、平成27年４月１日

以降において現教育長が教育委員としての任期が

満了する日まではこれまでと同様の取り扱いとさ

れることについて規定したものであります。 

 以上、議案第16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。 

〇13番（中谷栄利君） ただいま提案ありました地

方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を

改正する法律の施行に伴う関係条例の整理の条例

案です。今提案説明がありましたけれども、26年６

月20日に法が強行採決される。この説明の中で責任

の明確化と述べられておりますが、問題は教育長の

任命に当たって、本来この教育のものについては自

主と中立性が保障される、そのかかわりでこの間ず

っと保たれてきました。教育の自主性と中立性が保

たれてきました。それは、戦後のその歴史的認識の

もとに教育が果たしてきたものが何だったのか、そ

の痛烈な反省のもとに教育に政治が介入してはな

らない、子供を初め学徒動員など日本国中戦争に国

民が動員されていったその中での教育の果たして

きた役割について痛烈な反省のもとに政治介入を

しない、そういった反省のもとで今日教育の自主

性、中立性が担保されてきたわけです。その責任の

明確化の名のもとに教育長の任命に当たっては、首

長が教育委員会に対しての大綱なるものをもって

指名し、首長が教育長を擁立し、そういったもので

教育の中に政治的な介入の道筋をつくるものとし

て、日本共産党を初め多くの国民がその問題につい

て非常に問題視し、反対してきたところです。今回

の改正は、その文言に当たっての訂正並びに費用弁

償などの項目の訂正ですけれども、やはりこの問題

については、町長を初め教育長の教育に対する戦後

の歴史認識にきちんと立った上で子供たちの教育

に対しての自主、中立性きちんと保障する、そうい

った歴史認識の上に立って、そのことが担保されな

ければならないものと考えます。費用弁償の文言の

条例改正でありますが、そのことを問わなければな

らないと思いますので、そのことに対しての考え等

をお示しいただきたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） 13番、中谷議員のご質問に

答弁いたします。 

 予算特別委員会でもご答弁申し上げてございま

すが、教育という中で政治的な中立性はしっかりと

保たれなければならないという認識でいるところ

でございます。 

〇16番（安宅俊威君） ちょっと見たのですけれど

も、教育委員会の制度が変わりまして、ここで３万

3,000円が1,500円、そして委員も２万4,000円から

1,500円、これで心配する。今まで教育委員会で委

員選任するでしょう。そして、大川、黒川と、そう

やって４地域から集めるのです。お願いするので

す。1,500円なら弁当代にもならない。ボランティ
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アではないですか、これ。大変です。それでなくて

もいじめ問題だとかいろいろな問題起きている。や

っぱり費用かかるでしょう、何かあったときに。教

育長の独断でやるのですか。やっぱり教育委員会の

中で考えるのでしょう。これ全国的なのですか。ち

ょっとかわいそうだ、1,500円なら。弁当代にもな

らないでしょう。苦労する。今度やる人いなくなる、

恐らく。その辺どうなのですか。ちょっと1,500円

なら本当に、お金の計算するわけではないけれど

も、誰もやらない。そしたら、誰でもいいかといっ

たら、問題のある人だって好きな人もいるから、そ

れが出てくる可能性がある。やっぱり人物なのだか

ら、教育委員というのは。そう思うのだけれども、

心配するから今質問した。その辺どうなのですか。

これも国の基準でもってこうなったものか、余市独

自なものか、全道的にどうなっているものか。ちょ

っと1,500円では問題あると思います。機能なくな

るでしょう。やっぱり教育といったら学識的に立派

なそういう人が出てきてもらいたいのだから。その

辺どういうふうに考えているのかちょっと教えて

ください。 

〇総務課長（須貝達哉君） 16番、安宅議員からの

費用弁償1,500円についての考え方につきましてご

答弁を申し上げたいと存じます。 

 余市町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例ということで、教育委員の

みならずですけれども、選管、農業委員会、監査委

員、さらにはその他の審議会、審査会等につきまし

ても費用弁償現在のところ1,500円という形で条例

で定めてございますけれども、これにつきましては

ご指摘もございましたので、管内、さらには道内の

状況なども調べた上で今後検討させていただきた

いというふうに存じますので、ご理解を賜りたいと

存じます。 

〇16番（安宅俊威君） 検討するならしてください。

ということは、やっぱり地域によって車で来ればガ

ソリン代かかるし、車のない人がバスに乗ってくれ

ばかかるでしょう。最低でもどこかに出るといった

ら、食事もしなければならない、かかるのだから。

誰もやらなくなるよというのだ。俺ならもしそうい

う人いたらやめれと言うから。何もやることない

と。ボランティアならいい。これは、ほかの町村だ

って恐らくやる人いなくなる。これは、全道的に決

まった費用弁償でない、余市は余市でしょう。そう

でしょう。やっぱり考えるべきだと思います。その

辺町長どうですか。苦労する。いい人いてもやらな

い、1,500円なら。その辺どうなのですか。 

〇町長（嶋  保君） 安宅議員の再度のご質問に

答弁させていただきます。 

 まず、報酬という形で２万4,000円をお支払いさ

せていただいています。費用弁償、この部分につき

ましては、これは車馬賃と食事代等を含めた中での

部分という形の中で、これはおっしゃるとおり全国

一律というものではございません。それぞれの町村

でという形で、これは議員ご存じのとおり議会等の

部分、昔は費用弁償も議会に出席したら幾ら、例え

ば委員会に出席したら幾らという形の中でのお支

払いしておりましたが、これは行政改革の中でそう

いった中でいろいろ踏まえてこれがなくなったと

いう部分もございます。この1,500円が高いか安い

かという部分につきましては、先ほど課長も答弁い

たしましたが、全国的な部分等の調査もしてみたい

というふうに思っております。 

〇16番（安宅俊威君） 町長、今何でも物高くなっ

ている時代でしょう。いいのだ、1,500円でも。そ

れで受ける人いなくなったらどうするのだという

のだ。受けないって、そんなの。やっぱり普通の委

員会とかと違うのだから、教育のそれの関係につい

ては。第一今学校だっていろいろな問題あるわけだ

から、常に集まる機会も多くなるのだから。だから、

心配しているわけ。そういうことできるのだから、

全国的に決まっているのならしようがないけれど

も、それは町村、町村によって条例で恐らく決めて

いると思うから、検討してください。大変苦労する
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と思う。なかなか人探すといったって大変ですか

ら。それで、特に今言うけれども、今余市の場合は

沢、大川、黒川、周辺とやっているでしょう。これ

だっていいのか悪いかわからない。なかなかやる人

いないのだから、周辺だって。だから、人選に苦労

する、恐らく。検討してください。心配だから意見

述べただけだから。これでやるといったらやっても

構いません。苦労します。そういうことです。 

〇12番（土屋美奈子君） 委員会でたくさん言わせ

てもらいましたので、あれなのですけれども、１点

ちょっと私が確認し忘れたというか、聞いておきた

いなと思うことだけお聞きしたいと思います。 

 今回の制度は、国の法改正なので、うちの町では

いかんせんどうにもしがたいというところで条例

改正が行われるのだというふうに思っております。

ちらっと予算委員会でのやりとりの中で教育長の

ほうからレーマンコントロールという言葉が出た

のだけれども、専門家だけではなくて、もともと日

本が守ってきた教育の方針というか、柱というか、

その一つである住民による意思決定、専門家だけで

はなくたくさんの意見で、そして一つに偏ることな

くいろいろなものを決めていこうという柱があっ

て、それをずっと守られてきたのだけれども、これ

について委員長がいなくなるということもあって

すごく薄くなってしまうのではないかということ

が考えられるので、ここをうちの町はこの条例改正

することによってどういうふうに教育委員会の委

員さんの立場というか、どういうふうな位置づけで

持っていかれるのか、これをお聞きしておきたいと

思います。 

〇教育長（中村寿仁君） 12番、土屋議員のご質問

にご答弁申し上げます。 

 今回の改正によりまして教育委員長がいなくな

って教育長になると。そういうことになった中で教

育長の権限も強まると。そういうことになると、先

ほどからお話ありましたように逆に教育委員さん

のチェック機能が大切なことになるというふうに

思っております。基本的にこのレーマンコントロー

ル、民衆統制という意味は、これはずっと続くわけ

ですし、逆にそれを強化しなければならないという

意味では委員さん方にもそういう自覚を持ってい

ただくという部分は今後持っていただいて、そんな

中で今度委員さんは４年ですけれども、教育長が３

年になると。その４年間の中でそれを見守ってどう

するのだということを町長なりにも進言できるよ

うなチェックをすると、そういうようなことを持っ

ていただくような形で委員さんとも協議していき

たいというふうには思っています。 

〇12番（土屋美奈子君） わかりました。条例改正

がされて、そして方向が少しずつ少しずつわからな

いうちに向きが変わってきて、いつの間にか教育委

員会というものが形骸化というか、薄くなっていく

ことがないように基本の路線というものをしっか

りと持ってやっていただきたいということだけ要

望いたしまして、そのことをお願いいたします。終

わります。 

〇17番（庄 巖龍君） 先ほどの安宅議員の発言に

関連をいたしまして質問させていただきます。 

 多分この議員の中には小中学校に通われていら

っしゃる議員いらっしゃらないのかなと思うので

すが、私も小学校ＰＴＡ役員ずっとやっておりまし

て、学校のほうにはいつも役員会等で行くのです

が、特に大川小学校などに至っては非常に前回も街

路灯が消えていたり、あるいはガラスが割れていた

り、それから海側のほうについてはシール、たしか

あれはビニールで張ってあるのです。お話を聞いた

ところ、教育委員会としましては年に１回の学校訪

問ということで、１回しか学校のほうには行ってい

ない。しかしながら、教育委員会の機能としまして

は、各委員さんたちが学校を持ち回りである程度見

て歩くということが必要ではないかと。私も校長先

生等とお話をさせていただきましたけれども、教育

委員会さんのほうにも申し入れをしているのです

が、なかなか改善がされていないということもあっ
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たというふうに聞いておりました。 

 それで、あわせて今教育委員さんが足しげく各地

域の学校を見回るということ、それで施設などにつ

いての不備などを教育委員会開かれたときにその

ときにこの学校ではこうこう、こういうふうな問題

がある、施設の整備についてはこういうのが必要で

はないかとかということを話をするためにはやは

り費用弁償的なものを含めて先ほど安宅議員が話

されたように充実を図っていただきたいというこ

とをご要望を申し上げますが、それにつきまして教

育長の答弁のほうをお願いいたします。 

〇教育長（中村寿仁君） 17番、庄議員のご質問に

ご答弁申し上げます。 

 今現在、今年度もですけれども、教育委員の学校

訪問は今のところ年１回ということでございます。

その際に学校長から要望等を聞いております。特に

大川小学校の場合は老朽化が激しいということで、

いろいろな部分の施設の補修だとかという部分で

は要望はございます。学校からは、要望の際にはう

ちの担当の係なりが聞いて、予算の範囲内の中でで

きる限り子供の安全、安心を優先として対応をして

いるところでございます。今後につきましても教育

委員の訪問の部分の充実を検討していきたいと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇17番（庄 巖龍君） こちらのほうにつきまして

は、実は旭中学校にも問題がございまして、旭中学

校にも私先日行ってまいりました。そのとき旭中学

校の校長先生、それから教頭先生からもお話を聞き

まして、要望が結構あったのです。あえて教育長に

はお話はしておりませんけれども、多分話は上がっ

ていると思います。この場ではあえて申し上げませ

んけれども、より子供たちの住環境、特に学校とい

う空間というのは非常に聖域的な部分が、先ほどの

他の議員のお話なんかあったようにちょっと聖域

というふうな見方がある。しかしながら、そこはや

っぱり子供たちがよりよく健全な教育を受けて、そ

してなおかつ学びの場でございますので、環境を整

えるということ、それについては教育委員さんの果

たす役割というのは非常に大きい。それをまとめる

教育長の手腕というもの、これも大切だというふう

に考えておりますので、今後とも教育委員会の充実

を図っていただくとともに、教育委員さんの選任に

当たっても資質の向上を含めまして研修等を充実

させていただいて、よりよい教育行政を進めていた

だくことを要望いたしまして、私の意見とさせてい

ただきます。答弁のほうは結構でございます。あり

がとうございます。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議規

則第38条第３項の規定により委員会の付託を省略

いたしたいと思います。これにご異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第16号については委員会の付託を省

略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第16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16号 地方教育行政の組織及び運

営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例案は、原案のとおり
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可決されました。 

 諸会議の開催、昼食を含め、午後１時まで休憩し

ます。 

休憩 午前１１時３７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12、議案第17号 余

市町子どものいじめ防止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17号 余市町子どものいじめ防止条

例案につきまして、その提案理由をご説明申し上げ

ます。 

 今回ご提案いたします条例案につきましては、い

じめ防止対策推進法が平成25年９月28日に施行さ

れ、いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的

に推進するために基本理念、国及び地方公共団体等

の責務、いじめ防止等のための対策に関する基本方

針の策定について示されたところです。余市町で

は、その趣旨を踏まえ、町、学校、保護者、町民及

び事業者が協力していじめをなくし、子供たちが安

心して生活し、健やかに成長することができるまち

づくりを進めるため、いじめ防止に関する条例を制

定するものでございます。 

 主な内容でございますが、この条例は、本則17条

及び附則をもって構成されております。第１条の目

的では、子供に対するいじめ防止、いじめ早期発見

及びいじめへの対処に関する基本理念を定め、町、

学校、保護者、町民及び事業者の責務を明らかにし、

子供が安心して生活し、学ぶことができる環境をつ

くることを定めております。 

 第２条及び第３条では用語の定義と基本理念に

ついて、第４条ではいじめの禁止等について、第５

条ではいじめ防止等のための対策を総合的かつ効

果的に推進するため、いじめ防止基本方針を定める

としております。 

 第６条から第９条では町、学校及び教職員、保護

者、町民及び事業者の責務について、第10条及び第

11条では相談体制の整備と広報及び啓発について、

第12条ではいじめ防止等を行うための取り組みに

ついて、第13条及び第14条では教育委員会の附属機

関として余市町いじめ対策委員会の設置について

と対策委員会への協力について、第15条では重大事

態への対処、第16条では町長の附属機関として余市

町いじめ調査委員会の設置に関する規定などで構

成しております。 

 附則では、条例の施行期日についてとあわせて委

員の報酬、費用弁償に関する規定について定めてい

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17号 余市町子どものいじめ防止条例案。 

 余市町子どものいじめ防止条例を次のとおり制

定する。 

 平成27年３月４日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町子どものい

じめ防止条例。 

 （目的） 

 第１条 この条例は、いじめ防止対策推進法（平

成25年法律第71号。以下「法」という。）の趣旨を

踏まえ、子どもに対するいじめの防止、いじめの早

期発見及びいじめへの対処（以下「いじめの防止等」

という。）に関する基本理念を定め、町、学校、保

護者、町民及び事業者の責務を明らかにするととも

に、いじめの防止等を図るための基本的な事項を定

めることにより、子どもが安心して生活し、学ぶこ

とができる環境をつくることを目的とする。 

 （用語の定義） 

 第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 
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 （１）いじめ 子どもと一定の人間関係にある他

の子どもが行う心理的又は物理的な影響を与える

行為（インターネットを通じて行われるものを含

む。）により、当該行為の対象となった子どもが精

神的又は肉体的な苦痛を感じるものをいう。 

 （２）子ども 小学校に在籍する児童及び中学校

に在籍する生徒をいう。 

 （３）学校 余市町立学校設置条例（昭和39年余

市町条例第２号）第２条別表第１及び別表第２に掲

げる小学校及び中学校をいう。 

 （４）保護者 親権を行う者（親権を行う者のな

いときは、未成年後見人）をいう。 

 （５）町民 町内に居住する者並びに町内に通勤

する者及び通学する者をいう。 

 （６）事業者 町内において事業を営む者並びに

公益的な活動を行う個人及び団体をいう。 

 （７）関係機関等 警察署、児童相談所その他の

子どものいじめの問題に関わる機関及び団体をい

う。 

 （基本理念） 

 第３条 いじめの防止等の対策は、いじめが全て

の子どもに関する問題であるとの認識に立ち、子ど

もが安心して生活し、学ぶことができる環境を整え

ることを目指し、行うものとする。 

 ２ いじめの防止等の対策は、いじめが心身に深

刻な影響を及ぼすこと、及び全ての子どもがいじめ

を行わず、人との豊かな人間関係を築き、互いに相

手を尊重しなければならないことについて、子ども

の理解を深めることを目指し、行うものとする。 

 ３ いじめの防止等の対策は、いじめを受けた子

どもの生命及び心身を保護することが最も重要で

あることを認識し、社会全体でいじめの問題を克服

することを目指し、行うものとする。 

 （いじめの禁止等） 

 第４条 子どもは、いかなる理由があってもいじ

めを行ってはならない。 

 ２ いじめを発見した子どもは、これを放置せ

ず、学校若しくは保護者に通報又は相談をするよう

努めるものとする。 

 （余市町いじめ防止基本方針） 

 第５条 町長及び教育委員会は、法第11条の規定

による国のいじめ防止基本方針（以下「いじめ防止

基本方針」という。）を参酌し、共同して、いじめ

の防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進

するための基本的な方針（以下「余市町いじめ防止

基本方針」という。）を定めるものとする。 

 ２ 町長及び教育委員会は、余市町いじめ防止基

本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、第13条

の余市町いじめ防止対策委員会の意見を聴かなけ

ればならない。 

 （町の責務） 

 第６条 町長は、第３条に定める基本理念（以下

「基本理念」という。）にのっとり、学校、保護者、

町民、事業者及び関係機関等と協力し、いじめの防

止等のために必要な施策を講じなければならない。 

 （学校及び教職員の責務） 

 第７条 学校は、いじめ防止基本方針及び余市町

いじめ防止基本方針を参酌し、自らの学校を対象と

する学校いじめ防止基本方針を定め、これを公表す

るものとする。 

 ２ 学校及び教職員は、基本理念にのっとり学校

全体で子どもの見守りに努め、いじめの未然防止に

取り組むとともに、早期発見と早期対応に努めなけ

ればならない。 

 ３ 学校及び教職員は、さまざまな教育活動を通

じて、人と人との関わりが豊かなものとなるように

配慮し、子どもがいじめを許さない心情や態度を育

むための教育活動の充実に努めなければならない。 

 ４ 学校及び教職員は、いじめを認知したとき、

又はいじめの通報や相談を受けたときは、速やかに

その事実を確認し、組織的対応を講ずるとともに、

教育委員会に報告し、必要に応じて町、関係機関等

と連携して解決に当たらなければならない。 

 （保護者の責務） 



 

－210－ 

 

 第８条 保護者は、基本理念にのっとり、子ども

の成長及び発達に応じて適切な支援を行うととも

に、子どもの心情を理解しながら、子どもが心身と

もに安心して過ごせるよう努めるものとする。 

 ２ 保護者は、いじめを正しく認識するととも

に、子どもに対し、いじめは許されない行為である

ことを十分に理解させるよう努めるものとする。 

 ３ 保護者は、いじめを発見したとき、又はいじ

めのおそれがあると思われるときは、速やかに学校

若しくは教育委員会又は関係機関等に通報又は相

談をするように努めるものとする。 

 （町民及び事業者の責務） 

 第９条 町民及び事業者は、基本理念にのっと

り、地域において子どもに対する見守り、声かけ等

を行うことにより、子どもが安心して過ごすことが

できる環境づくりに努めるものとする。 

 ２ 町民及び事業者は、いじめを発見したとき、

又はいじめのおそれがあると思われるときは、速や

かに学校若しくは教育委員会又は関係機関等に情

報を提供するよう努めるものとする。 

 （相談体制の整備） 

 第10条 町は、いじめを早期に発見し、対処する

ため、子ども、保護者、町民及び事業者の相談又は

連絡ができる体制を整備し、これを周知するよう努

めるものとする。 

 ２ 学校は、いじめを早期に発見し、対処するた

め、第12条第１項第３号の専門的知識を有する者を

活用し、子どもの状況を把握するとともに、子ども

及び保護者が相談できる体制の整備に努めるもの

とする。 

 （広報及び啓発） 

 第11条 町は、子ども、保護者、町民及び事業者

に対し、いじめの防止等に関する広報及び啓発活動

を行わなければならない。 

 （いじめの防止等） 

 第12条 町は、いじめの防止等を行うため、次に

掲げる取組を推進しなければならない。 

 （１）子ども一人ひとりが、いじめを許容しない

認識をもち、いじめをなくすために主体的に行動す

る力を育成する取組 

 （２）学校におけるいじめの実態を把握する取組 

 （３）心理、福祉及び法律に関する専門的知識を

有する者（以下「専門的知識を有する者」という。）

を学校に派遣し、いじめの相談及び対処を支援する

取組 

 （４）その他町が必要と認める取組 

 ２ 町は、前項第２号の学校におけるいじめの実

態を把握する取組を実施したときは、その結果を次

条の余市町いじめ防止対策委員会に報告するもの

とする。この場合において、町は、個人情報等の保

護について最大限の配慮をしなければならない。 

 （余市町いじめ防止対策委員会の設置） 

 第13条 教育委員会の附属機関として、余市町い

じめ防止対策委員会（以下「対策委員会」という。）

を設置する。 

 ２ 対策委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

 （１）教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等

の対策を推進する重要事項の調査及び審議を行う

こと。 

 （２）第15条第１項の重大事態の調査及び審議を

行うこと。 

 ３ 対策委員会は、前項に規定する調査及び審議

を行うために必要があると認めるときは、関係者に

対して資料の提出、説明等協力を求めることができ

る。 

 ４ 対策委員会の委員は、５人以内とし、次に掲

げる者のうちから教育委員会が任命する。 

 （１）学識経験を有する者 

 （２）いじめの防止等に関する知見を有する者 

 ５ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 ６ 委員は、再任することができる。 

 ７ 対策委員会に委員長を置き、会務を総理す

る。 
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 ８ 対策委員会の会議は、委員長が招集し、会議

の議長となる。 

 ９ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決

し、可否同数のときは、委員長が決するところによ

る。 

 10 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはな

らない。その職を退いた後も同様とする。 

 11 対策委員会は、調査及び審議結果について速

やかに教育委員会に答申し、又は報告しなければな

らない。 

 12 教育委員会は、前項の規定による答申又は報

告を受けたときは、その内容を町長に報告しなけれ

ばならない。 

 （対策委員会への協力） 

 第14条 学校、保護者、町民、事業者及び関係機

関等は、対策委員会の活動に協力するものとする。 

 （重大事態への対処） 

 第15条 学校は、法第28条第１項各号に規定する

重大事態（以下「重大事態」という。）が生じたと

きは、速やかに教育委員会に報告し、教育委員会は、

対策委員会に調査及び審議をさせなければならな

い。 

 ２ 学校は、重大事態が生じたときは、法第30条

第１項の規定により、教育委員会を通じて速やかに

町長にその旨を報告しなければならない。 

 ３ 町長は、前項の規定による報告を受け、当該

報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と

同種の事態の発生の防止のため必要があると認め

るときは、次条の余市町いじめ調査委員会に第１項

の調査の結果について、法第30条第２項の規定によ

る調査をさせることができる。 

 ４ 町長は、前項の調査が終了した場合におい

て、必要があると認めるときは、関係者に対し是正

の措置を要請し、その対応状況を報告させるものと

する。 

 ５ 町長は、第３項の調査が終了したときは、そ

の結果を議会に報告しなければならない。 

 （余市町いじめ調査委員会の設置） 

 第16条 町長は、前条第３項の調査を行う必要が

あると認めるときは、町長の附属機関として余市町

いじめ調査委員会（以下「調査委員会」という。）

を設置することができる。 

 ２ 調査委員会の委員は、５人以内とし、次に掲

げる者のうちから町長が任命する。 

 （１）学識経験を有する者 

 （２）いじめの防止等に関する知見を有する者 

 （３）前２号に掲げる者のほか、町長が適当と認

める者 

 ３ 委員の任期は、町長が任命した日から、当該

調査が終了したときまでとする。 

 ４ 委員は、対策委員会の委員と兼ねることがで

きない。 

 ５ 調査委員会に委員長を置き、会務を総理す

る。 

 ６ 調査委員会の会議は、委員長が招集し、会議

の議長となる。 

 ７ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決

し、可否同数のときは、委員長が決するところによ

る。 

 ８ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはな

らない。その職を退いた後も同様とする。 

 （補則） 

 第17条 この条例の施行について必要な事項は、

別に定める。 

 附則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、公布の日から起算して３月を超

えない範囲内において規則で定める日から施行す

る。 

 （余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部改正） 

 ２ 余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例（昭和35年余市町条例第

２号）の一部を次のように改正する。 
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 別表教育研究所所員の項の次に次のように加え

る。 

 表内の字句につきましては、左欄より朗読いたし

ます。 

 いじめ調査委員会、委員、日額4,000円、1,500円、

同上、いじめ防止対策委員会、委員、日額4,000円、

1,500円、同上。 

 なお、日額4,000円とは報酬の額であり、1,500円

とは執務日１日当たりの費用弁償でございます。さ

らに、同上とは費用弁償のうち旅費の額を指し、そ

の内容といたしましては余市町職員の旅費及びそ

の支給方法に関する条例別表１相当額となってお

ります。 

 以上、議案第17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。 

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。さきに議会運営委員会の委員

長から報告のありましたように、総務文教常任委員

会に閉会中といえども審査、調査のできますことを

つけ加えて、付託申し上げることにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第17号は、総務文教常任委員会に閉

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13、議案第18号 余

市町保育所における保育に関する条例の一部を改

正する条例案を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町民福祉課長（上村友成君） ただいま上程され

ました議案第18号 余市町保育所における保育に

関する条例の一部を改正する条例案につきまして、

提案理由をご説明申し上げます。 

 今回ご提案申し上げましたのは、平成24年８月

22日に制定されました子ども・子育て支援法の施行

及び児童福祉法の改正により、これまで児童福祉法

第51条に基づき町長が別に定めてまいりました保

育費用について平成27年４月１日から国の定める

利用者負担の水準を限度として市町村が定めるこ

ととなることから、余市町保育所における保育に関

する条例の関係規定の整備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18号 余市町保育所における保育に関す

る条例の一部を改正する条例案。 

 余市町保育所における保育に関する条例の一部

を改正する条例を次のとおり制定する。 

 平成27年３月４日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町保育所にお

ける保育に関する条例の一部を改正する条例。 

 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）の一部を次のように改正す

る。 

 第３条第１項中「法第56条第３項の規定により」

を「子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）

第27条第３項第２号に規定する政令で定める額を

限度として」に改める。 

 附則 

 この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日か

ら施行する。 

 以上、議案第18号につきましてご説明申し上げま

したので、よろしくご審議、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。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わりま
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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18号については委員会の付託を省

略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第18号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり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18号 余市町保育所における保育

に関する条例の一部を改正する条例案は、原案のと

おり可決されました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 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

14、議案第19号 余市町指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例案、日程第15、議案第20号 

余市町指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例案、日程第16、議案第21号 余市町指定介護予

防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の

方 法 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例

の一部を改正する条例案、日程第17、議案第22 

号 余市町地域包括支援センターの人員及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

案の以上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14ないし日程第17を一括議題とい

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） ただいま一括上

程されました議案第19号 余市町指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例案ないし議案

第22号 余市町地域包括支援センターの人員及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例案につきまして、提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

 このたびの一部改正の主な内容につきましては、

平成26年６月25日付法律第83号で公布されました

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進

するための関係法律の整備等に関する法律及び平

成26年12月12日付政令第397号で公布されました介

護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定

等に関する政令の一部を改正する政令並びに改正

省令により介護保険法及び施行規則等の一部が改

正され、地域支援事業を初め地域密着型サービスの

うち複合型サービスの名称が看護小規模多機能型

居宅介護に変更されたほか、指定居宅サービス等の

事業の人員及び運営に関する基準等の見直しがな

されたことから、これにより本町の関係条例につき

ましても文言の整理及び関係条項の追加並びに条

項の移動を行うものでございます。 

 初めに、議案第19号について提案文を朗読申し上

げます。 

 議案第19号 余市町指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条
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例の一部を改正する条例案。 

 余市町指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例を次のとおり制定する。 

 平成27年３月４日提出、余市町長、嶋  保。 

 議案第19号の概要についてご説明申し上げます。

議案第19号につきましては、法令等の改正に伴う引

用条項の移動並びに複合型サービスから看護小規

模多機能型居宅介護への名称変更に伴う文言整理

を行うほか、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及

び小規模多機能型居宅介護従業者の配置要件の見

直し、単独型、併設型指定認知症対応型通所介護事

業所が夜間及び深夜に単独型、併設型指定認知症対

応型通所介護以外のサービスを提供する場合、いわ

ゆる宿泊サービスを提供する場合の町への届け出

義務や各種サービス提供時に発生した事故への対

応に関する規定の追加、指定小規模多機能型居宅介

護事業所及び指定看護小規模多機能型居宅介護事

業者における登録定員及び利用定員に関する規定

の見直し等を行うものでございます。 

 次に、議案第20号について提案文を朗読申し上げ

ます。 

 議案第20号 余市町指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例案。 

 余市町指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例を次のとおり制定する。 

 平成27年３月４日提出、余市町長、嶋  保。 

 議案第20号の概要についてご説明申し上げます。

議案第20号につきましては、議案第19号と同様に法

令等の改正に伴う引用条項の移動並びに複合型サ

ービスから看護小規模多機能型居宅介護への名称

変更に伴う文言整理を行うほか、単独型、併設型指

定介護予防認知症対応型通所介護事業所が夜間及

び深夜に単独型、併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護以外のサービスを提供する場合、いわゆる

宿泊サービスを提供する場合の町への届け出義務

や各種サービス提供時に発生した事故への対応に

関する規定の追加、指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所における登録定員及び利用定員並び

に従業者の配置要件に関する規定の見直し等を行

うものでございます。 

 次に、議案第21号について提案文を朗読申し上げ

ます。 

 議案第21号 余市町指定介護予防支援等の事業

の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準等を定める条例の一部を改正する条例案。 

 余市町指定介護予防支援等の事業の人員及び運

営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 平成27年３月４日提出、余市町長、嶋  保。 

 議案第21号の概要についてご説明申し上げます。

議案第21号につきましては、法令等の改正に伴う引

用条項の移動のほか、介護予防訪問看護計画書の提

出に関する規定の追加等を行うものでございます。 

 次に、議案第22号について提案文を朗読申し上げ

ます。 

 議案第22号 余市町地域包括支援センターの人

員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例案。 

 余市町地域包括支援センターの人員及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例を

次のとおり制定する。 

 平成27年３月４日提出、余市町長、嶋  保。 

 議案第22号の概要についてご説明申し上げます。

議案第22号につきましては、法令等の改正に伴う引

用条項の移動を行うものでございます。 
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 以上、一括上程されました議案第19号ないし議案

第22号について提案理由をご説明申し上げました

ので、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 なお、参考資料としてそれぞれ新旧対照表を添付

してございますので、後刻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。 

 一括議題の議案４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19号についてお諮りいたします。本

案につきましては、会議規則第38条第３項の規定に

より委員会の付託を省略いたしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第19号については委員会の付託を省

略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第19号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり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19号 余市町指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり

可決されました。 

 次に、議案第20号についてお諮りいたします。本

案につきましては、会議規則第38条第３項の規定に

より委員会の付託を省略いたしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第20号については委員会の付託を省

略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第20号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり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20号 余市町指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決

されました。 

 次に、議案第21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21号については委員会の付託を省

略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第21号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり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21号 余市町指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関
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する基準等を定める条例の一部を改正する条例案

は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第22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22号については委員会の付託を省

略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第22号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第22号 余市町地域包括支援センタ

ーの人員及び運営に関する基準を定める条例の一

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18、議案第23号 定

住自立圏の形成に関する協定の変更についてを議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇企画政策課長（盛 昭史君） ただいま上程され

ました議案第23号 定住自立圏の形成に関する協

定の変更についてにつきまして、提案理由のご説明

を申し上げます。 

 定住自立圏の形成につきましては、国の定住自立

圏構想推進要綱に基づき、中心市と周辺自治体がそ

れぞれ協定を締結し、連携事業を進めているところ

でございます。北後志地域におきましても小樽市を

中心市、周辺の余市町、積丹町、古平町、仁木町、

赤井川村の５町村を周辺町村とする北しりべし定

住自立圏を形成し、中心市の小樽市と周辺町村とが

それぞれ平成22年４月、協定を締結し、広域的な連

携を図ってきたところでございます。協定締結から

間もなく５年が経過するに当たり、今般連携の一層

の強化充実に向けて北しりべし定住自立圏形成協

定の変更をいたしたく、ご提案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。 

 議案第23号 定住自立圏の形成に関する協定の

変更について。 

 小樽市と締結した定住自立圏の形成に関する協

定（平成22年４月１日締結）を変更したいので、余

市町定住自立圏の形成に係る議会の議決事件を定

める条例（平成21年条例第21号）第１号の規定に基

づき、議会の議決を求める。 

 平成27年３月４日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開きください。定住自立圏の形成

に関する協定の変更について。 

 小樽市と締結した定住自立圏の形成に関する協

定（平成22年４月１日締結）を次のように変更する。 

 別表第１の１医療の取組事項の欄中「と」を「及

び」に改める。 

 以上につきましては、生活機能の強化に係る政策

の分野の医療の取り組みについて文言整理を行っ

たものでございます。 

 別表第１の２産業振興に次のように加える。 

 雇用支援及び起業の促進。若者の雇用支援、起業

の促進に向けた支援を推進する。ア、圏域内の高等

学校及び企業と連携し、圏域内での雇用促進を図

る。イ、市内での起業を促進するため、必要な支援

を行う。ア、甲が実施する雇用促進の取組に対し、

乙の区域内にある高等学校及び企業に参加を呼び

かけるなどの必要な協力を行う。イ、乙の区域内の

住民に対し、甲が実施する起業促進の取組を周知す

る。 

 以上につきましては、産業振興の取り組みについ

て新たに雇用支援及び起業の促進を追加し、これに
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伴い取り組み内容、甲の役割として小樽市の役割、

乙の役割として余市町の役割をそれぞれ新たに加

えるものでございます。 

 別表第１の３広域観光の取組事項の欄中「食文

化」を「歴史、食文化」に改め、同表取組内容の欄

中「東アジア」を「東アジア圏」に改め、同表甲の

役割の欄中「歴史、文化、食、自然」を「自然、歴

史、文化、食」に、「東アジアを中心とした」を「東

アジア圏を始めとした諸外国に向けた」に改め、同

表乙の役割の欄中「歴史、文化、食、自然」を「自

然、歴史、文化、食」に改める。 

 以上につきましては、広域観光の取り組みについ

てその内容や役割を拡充するものでございます。 

 別表第１の５その他中「その他」を「福祉・安心

な暮らし」に改め、同表取組内容の欄中「し、圏域

内の住民が安心して暮らせるための各種相談など

に対応するため、相互の連携」を「するとともに、

福祉を始めとした住民生活に関する各種相談など

に対応するため、関係団体などと連携し、圏域内の

住民が安心して暮らせるための地域づくりの推進」

に改め、同表甲の役割の欄中「を整備し、権利擁護

の相談や利用支援を行う」を「の運営を支援し、共

同利用を促進する」に、「について検討する」を「を

推進する」に改め、同表乙の役割の欄中「甲が整備

する」を「小樽市社会福祉協議会が運営している」

に、「とともに、消費者センターの共同利用につい

て、甲と検討する」を「ほか、甲が設置している消

費者センターの概要などを周知するとともに、その

利用に関し、必要に応じた支援を行う」に改める。 

 以上につきましては、福祉、安全な暮らしの取り

組みについて関係団体との連携強化にかかわる文

言を加えたものでございます。 

 別表第２の２情報格差の解消へ向けたＩＣＴ（情

報通信技術）インフラの整備の取組内容の欄中「を

強化する」を「の構築・充実を図る」に改め、同表

甲の役割の欄中「オーダリングシステム化、電子カ

ルテ化等」を「オーダリングシステム、電子カルテ

など」に、「瞬時に転送できるＩＣＴシステムの導

入に取り組む」を「転送できるＩＣＴネットワーク

の構築・充実を図る」に、「始める」を「行う」に

改め、同表乙の役割の欄中「強化」を「構築・充実」

に改める。 

 以上につきましては、結びつきやネットワークの

強化に係る政策の分野の情報格差の解消へ向けた

ＩＣＴインフラの整備の取り組みについてネット

ワークの強化、充実にかかわる文言を加えたもので

ございます。 

 別表第２の５の地域内外の住民との交流及び移

住中「地域」を「圏域」に改め、同表取組事項の欄

中「北しりべし地域」を「圏域」に改め、同表取組

内容の欄中「北しりべし地域の」を「圏域における」

に改め、同表甲の役割の欄中「北しりべし地域」を

「圏域」に、「居住又は季節居住」を「居住や季節

居住」に改め、同表に次のように加える。 

 圏域における情報共有・情報提供の充実。圏域内

の各市町村が持つ行政情報等を共有し、住民に積極

的に提供する仕組みをつくる。圏域内の各市町村が

作成する広報誌や各種パンフレット等を集約し、圏

域全体の行政情報等を定期的に更新しながら、一体

的に各市町村の住民に提供する仕組みを構築する。

各種行政情報等を甲に提供するとともに、甲から提

供された圏域全体の当該情報等を住民に提供する。 

 以上につきましては、地域内外の住民との交流及

び移住の取り組みについて地域を圏域とする文言

整理を行うとともに、取り組み事項として新たに圏

域における情報共有、情報提供の充実を追加し、こ

れに伴い取り組み内容、小樽市の役割、余市町の役

割をそれぞれ新たに加えるものでございます。 

 別表第３の１人材の育成の取組内容の欄中「し、

及び」を「するとともに、」に改め、同表甲の役割

の欄中「職員」を「職員等」に改める。 

 別表第３の２圏域内市町村の職員の能力向上を

次のように改める。 

 ２ 圏域内市町村職員間における情報交換や意
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見交換の場の積極的活用 

 取り組み事項、情報交換・意見交換の場の活用。

取り組み内容、職員間の情報交換や意見交換の場を

積極的に設け活用する。甲の役割、甲の各部局から

積極的に乙に対し情報提供を図るとともに、意見交

換の場を積極的に設け、意思疎通を図る。乙の役割、

甲の各部局からの情報提供や意見交換の場への参

加を通じ、意思疎通を図るとともに、乙からも必要

に応じ情報提供や意見交換の場を設けることに努

める。 

 以上につきましては、圏域マネジメント能力の強

化に係る政策の分野の圏域内市町村の職員の能力

向上を圏域内市町村職員間における情報交換や意

見交換の場の積極的活用に改め、圏域内職員間の情

報交換や意見交換の場の設定について新たに位置

づけを行ったものでございます。 

 以上、議案第23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協定書の新旧対照

表を添付しておりますので、ご高覧を賜りたいと存

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23号については委員会の付託を省

略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第23号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第23号 定住自立圏の形成に関する

協定の変更については、原案のとおり可決されまし

た。 

 暫時休憩します。 

休憩 午後 １時５０分 

                              

再開 午後 ２時００分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 なお、野呂議員は所用のため退席の旨届け出があ

りましたことをご報告申し上げます。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 次に、町長から申し出のあ

りました行政報告について発言を許します。 

〇町長（嶋  保君） 初めに、固定資産税の課税

誤りに係る損害賠償につきまして行政報告を申し

上げます。 

 本件は、宅地評価において本来の税額より過大に

税を徴収していたとし、本年１月５日付をもって固

定資産税、都市計画税を含む、以下固定資産税とい

う、の納税義務を負う土地所有者、以下納税義務者

という、から委任を受けた弁護士より国家賠償法に

基づき固定資産評価基準を逸脱した計算によって

過剰に納付していた固定資産税等について可能な

限りさかのぼり、あわせて弁護士費用を含め賠償す

ることを求められていたものであります。 

 ここに至る経過といたしまして、昨年５月から

10月にかけて納税義務者から土地の評価、課税につ

いて照会があり、当該土地は隣地との境界が平成

24年12月に確定するまでの間については筆界未確

定地として隣地を含めた評価を行い、地積相当分の
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価格決定を行ってきている旨の説明をしてまいり

ました。しかし、昨年12月、納税義務者から固定資

産税等の過納額の返還を求める要望書が提出され、

これに対し町としては不服申し立て及び固定資産

評価審査委員会への審査の申し出期間がいずれも

経過していることから返還には応じられない旨の

回答をいたしました。その後、本件に係る賠償を求

める通知があり、再度担当課において評価内容の調

査、確認作業を行った結果、地籍調査前の地番改正

図により当該土地の形状が確認できる状況から、本

来適用すべき路線価とは異なる路線価により評価

計算されていたことが判明したところであります。 

 固定資産税等の課税誤りによる過納額の返還期

間につきましては、平成22年６月に最高裁判決で最

長20年間国家賠償法に基づき請求できるものと判

断が示されたところであり、そうした判断を踏ま

え、確認できる範囲において返還をすべく相手方弁

護士と話し合いを重ねてまいりました。このたび平

成15年度分から平成21年度分までの過納額とこれ

に対する遅延損害金等について相手方と合意が調

いましたことから、本議会に関係議案を提出させて

いただくとともに、ご報告申し上げるものでござい

ます。今後適正な課税事務に努めるとともに、税務

行政に対する信頼回復に努めてまいりたいと存じ

ます。 

 以上、損害賠償についての行政報告といたしま

す。 

 次に、平成20年度公共下水道補助事業港地区汚水

管布設工事に伴う損害賠償請求控訴事件につきま

して、去る平成27年２月18日、管轄裁判所である札

幌高等裁判所において判決の言い渡しがありまし

たので、行政報告いたします。 

 今回の事件につきましては、平成20年度に施工い

たしました当該公共下水道工事により原告所有の

建物が傾斜するなど不同沈下の被害が生じたとし

て、町と当該工事を施工した業者に対しましてその

損害賠償を求めるべく原告が弁護士を訴訟代理人

として訴訟を提起したことから、町といたしまして

も専門的知識を有する弁護士に訴訟を委任し、対応

いたし、平成25年10月28日の札幌地方裁判所小樽支

部における第一審の判決では原告所有建物の不同

沈下が当該公共下水道工事に起因すると認めるに

足りる証拠はないとして、原告側の請求をいずれも

棄却し、訴訟費用及び補助参加費用は原告の負担と

する主文が言い渡されたところ、原告側はその判決

を不服として札幌高等裁判所に控訴したことから、

町といたしましても弁護士に訴訟委任し、対応をい

たしたものであります。 

 控訴審の経過につきましては、平成26年２月３日

に第１回口頭弁論が行われて以来平成26年12月３

日まで７回の口頭弁論を重ね、その間訴訟代理人弁

護士と連携を図り、陳述する準備書面等の内容につ

いて精査に努めてまいりました。その結果、このた

びの判決では控訴人所有物の不同沈下が当該公共

下水道工事に起因すると認めるに足りる証拠はな

いという原判決を相当として、本件控訴をいずれも

棄却し、控訴費用、補助参加によって生じた費用を

含む、は控訴人らの負担とする主文が言い渡された

ものであります。 

 この判決を受けて、控訴人らは上告提起事件及び

上告受理申し立て事件として札幌高等裁判所に上

告提起及び上告受理申し立てをしたことから、町と

いたしましても弁護士に訴訟委任し、対応すること

といたしたものであります。 

 今後の手続でございますが、この上告提起及び上

告受理申し立てにつきましては、上告人兼申立人が

上告及び上告受理申し立ての理由書を裁判所へ提

出することとなっており、この理由書や事件記録を

もとに上告及び上告受理申し立てに対し受理、また

は不受理の決定がなされることになります。上告審

が開始するか否かの決定が出るまでの期間として

は、おおむね５カ月程度を要する見込みであります

が、訴訟の経過につきましては今後所管委員会にご

報告を申し上げてまいりたいと存じます。 
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 以上、損害賠償請求控訴事件についての行政報告

といたします。 

 なお、参考資料として事件の概要を添付しており

ますので、ご高覧を賜りたいと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 以上で町長からの行政報告

を終わります。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第19、議案第25号 損

害賠償に係る和解及び損害賠償額の決定について

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇税務課長（秋元直人君） ただいま上程されまし

た議案第25号 損害賠償に係る和解及び損害賠償

額の決定について、提案理由をご説明申し上げま

す。 

 先ほど町長から行政報告を申し上げましたが、固

定資産税等の課税誤りによる損害賠償に係る和解

及び損害賠償額の決定についてこのたび一定の合

意が調ったことから、地方自治法第96条第１項第

12号及び第13号の規定に基づき和解及び損害賠償

額についてご決定を賜りたくご提案申し上げる次

第でございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第25号 損害賠償に係る和解及び損害賠償

額の決定について。 

 固定資産税（都市計画税含む。）課税誤りによる

損害賠償について次のとおり和解し、及び損害賠償

の額を定めたいので、地方自治法第96条第１項第

12号及び第13号の規定により、議会の議決を求め

る。 

 平成27年３月23日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 記。 

 １、和解の相手方、住所、・・・・・・・・・・

・・・・・・、氏名、・・・・。 

 ２、和解の要旨、余市町は和解の相手方に対し、

固定資産税（都市計画税含む。以下「固定資産税等」

という。）課税誤りに係る損害賠償金の支払い義務

があることを認め、８万5,031円を支払うものとす

る。 

 ３、課税誤りの概要、相手方が所有している土地

に対し固定資産税等を賦課するに当たり路線価の

適用を誤ったため当該土地に係る固定資産税等の

額の算出を誤り、これにより当該土地について相手

方に対し誤った額の固定資産税等を賦課していた

ものである。 

 以上、議案第25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。 

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） 行政報告と今提案説明あり

ましたけれども、ちょっと税務課の関係者の人にと

っては酷でないかなと。これ損害賠償になっている

から、これを支出するということになれば22節で支

出するのだよね。22節で支出するということになる

と、地方公共団体が公務の執行に当たって違法な行

為により他人の権利、または利益を侵害した場合、

それでは税務課で違法な行為したのか。これでいけ

ば、何らかの形の処分を職員に科さなければだめな

ことになる。私は、この案件は22節に該当する案件

でないと思っているから。町がそういうふうにして

払うのならそれはそれでいいのだけれども、私は違

うと思う。 

 それで、昭和30年代の中ごろからの話だから、理

事者側の人も全部かわっているし、答弁が無理な部

分もあるので、もしわかればわかった範囲内で答弁

いただければと思っています。わからなければわか

らないでいいです。 

 もともとこの該当する土地は、農林省の土地であ

って、開拓のために当時登の農家さんがこの土地を

譲り受けて、その後農業委員会の許可によって役場

関係者に売られたという経緯があるのです。当時土
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地の面積を売るに当たって農業委員会の職員が両

者の方に伝えたのは、坪数は伝えているけれども、

その境界であった部分の実測はした経過はないの

です。その後、脇のほうに町道だとかいろいろなも

のが出て、何坪か両方の方は買い上げられた経過が

ある。それで、実際問題その境界線の両方の方も主

張が違うから、境界線が引かれず筆界未確定地にな

っている。筆界未確定地ということは、土地は一枚

物であるということでしょう。幾ら中にそういう図

面上のものがあってもお互いが了解しないのだか

ら、一枚物の土地だとするならば税務課のほうで課

税してもそれが確定すればまたそこで差が出てく

るのだから、一枚物であれば当然入舟美園線に面し

た土地の部分で課税するのが当たり前だから。税務

課は何も間違っていないわけだから。民と民の問題

の中が解決できないから、行政としてはそれだけし

かやる手法がないのだから。その後、今行政報告が

あったように平成24年に双方が境界を確定したの

でしょう。境界を確定したということは、そこに線

引きができたということでしょう。線引きができた

ら、前側のほうを買った人は入舟美園線のほうに面

しているし、後ろ側買った人は脇のほうの町道のほ

うに面しているから、路線価が違うからそこに差が

出た。だから、その裏の方は、町に対して私の固定

資産税は今までそうやって払っていましたけれど

も、路線価が違うから正規のスタイルで計算してく

ださいというお願いしてきたのでしょう。そした

ら、税務課のほうもそれはそういうものが出てきた

のだから、平成25年かな、出てきたのだから、それ

で計算しましたよということでしょう。どこにも誤

りないでしょう。ただ、１つは、誤るのはその路線

価の決める前の価格をさかのぼって計算したら、税

法上は５年しか認められないよというのが税務課

の見解だったかもしれないけれども、最高裁の判決

で限りなくわかる範囲内まで、20年なら20年までさ

かのぼって整理してくださいよというから、どこに

も問題がないのでないか。だから、いわゆる裁判に

かけられたわけでもないし。今の議案でも和解と提

案しているけれども、和解というのは双方の主張が

あって、それが歩み寄って和解だから。別に双方の

主張も何もないのだから。お互いにお互いのことを

相手は主張するし、行政は行政できちんとしてかけ

ていたのだけれども、それが違っていたから。そう

いうふうに私は思っている。だから、このままでい

けばちょっと税務課の職員には酷だと、そういうふ

うに思っています。 

 だから、これを 損害賠償請求事件として行政側

が捉えているということに私は問題があると。弁護

士に相談したからといって、それは損害賠償にかか

わるものを請求しているわけではないから。行政側

が弁護士に相談しても弁護士手数料は取られるし、

相手側が相談しても弁護士手数料は取られるのだ

から。裁判起こされたとかなんとかとなるのならあ

れだし。だから、何にも相手には損害を与えたこと

ではない。誰に相談したって第三者の人に相談すれ

ば、それは5,000円か１万円ぐらいの手数料は取ら

れるのだ。だから、私の言うのは、22節で持ってい

くのは非常に考えるべきだと思う。でも、それしか

ないのならないでいいのですけれども。22節は、違

法な事務の取り扱いだから。何も違法な事務一つも

していないので、単なる過誤納だ。だけれども、23節

で考えてみれば、23節は償還金と。例えば償還金で

処理するとするならば、単なる事務の手違いだか

ら。私の考え方は、23節の償還金で持っていったほ

うが大したよかったのでないかなと。こういうこと

すると、何でも裁判だ、賠償金だとか、そういうこ

とどんどん、どんどん出てきてしまう。お互いが主

張するものどこにもないのだ。土地の持ち主だって

そういう差があるから返還してもらえるように要

望しますというだけでしょう。だから、その辺の考

え方をきちんと聞きたいなと、そういうふうに思っ

ています。 

〇副町長（鍋谷慎二君） ２番、吉田議員のご質問

にご答弁申し上げます。 



 

－222－ 

 

 まず、支出科目の22節、23節の関係でございます。

私どものほうでも23節のいわゆる償還金、過誤納金

の返還といった部分が内容としては合致している

のかなというふうに考えてございます。議員からも

お話ございましたとおり、本来地方税法で言います

ところの過誤納金の還付につきましては、５年間を

もって時効消滅の規定がございます。その中で、平

成22年６月に最高裁のほうにおきまして20年間の

国家賠償の請求が可能といった判断が示されたと

ころでございまして、こうした情報について判決出

た後に承知をしていなかったということについて

は、こちらの落ち度でもあろうかと思います。今回

のこの和解の内容につきましても、一部20年間とい

う賠償請求期間がある事件に対しましてこちらの

ほうで課税徴収の確認でき得る平成15年度からの

分についての返還をさせていただきたいといった

部分につきましても、一部合意内容の中に含まれて

くるものというふうに考えてございます。 

 それで、今後の部分でもございますけれども、全

国的にもこうした固定資産税の評価誤り等による

過誤納金の返還に当たりまして地方税法で定める

５年間の時効消滅、加えて最高裁でのこうした判決

を受けまして、独自に返還金として、返納金として

規定を整備している自治体も数多くふえてきてい

るという状況にございます。今後におきましては、

本町といたしましてもこうした規定の整備を図り

まして、23節での返還金といった形で速やかに還付

処理がなされ、税の信頼確保を図っていく、そうし

た形で取り進めてまいりたいというふうに考えて

ございますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

〇２番（吉田 豊君） 今答弁もらったのですけれ

ども、町長にきちんと確認しておくことは、今22節

で支出してもいいのだけれども、22節の３を使えば

職員の処分問題まで出てくるから、だから出てくる

というのは要するに違法な行為によってそういう

他人の権利をあれしたということになってしまう

から、そうすると職員が真面目でなかったというこ

とになるから。だから、まず１つは、この案件は限

りなく23節の１だということを町長に言ってもら

わない限りは職員は安心して仕事できないから、そ

こだけははっきり言ってもらわないとだめです。地

方債であろうが何であろうが事務の手違いによっ

て過誤納が発生した場合は、払戻金あるいは還付金

を支出してくださいよということ。それだから、今

副町長が答弁したように、こういう事例というのは

地方公共団体の款項目節の中の節の中にないもの

まで新しい時代には入ってくるわけ。だから、それ

が整備されていないがためにそこで支出せざるを

得ないものなのだ。そうなのだ。だから、今副町長

の言ったようにこういうものについてはきちんと

要綱か何か整備して、こういうものは過誤納の部分

については23節で支出しますよというふうにして

おかないと、そういうふうに私はしておいたほうが

いいと言うのだ。だから、町長から職員の部分をま

ず１つ、それからこういうものに対する要綱をこし

らえて、きちんと整備すると。それから、この問題

は今は22節で支出するけれども、限りなく23節に近

いものだということのこの３つにかかわって答弁

いただければ私はこれ以上質問はしませんから。 

〇町長（嶋  保君） ２番、吉田議員からの再度

のご質問に答弁申し上げます。 

 ただいま副町長も答弁させていただきました。こ

れは、本来的には趣旨とすれば23節の部分、しかし

要綱等整備されていないので、５年以上の部分につ

いてはどうしても今の私どもの要綱の中では、行政

の中では22節で支出せざるを得ないという部分で

ございまして、これらにつきましては私どもも初め

ての経験でございまして、いろいろな方面に相談し

た中で、趣旨としては23節で、札幌市等は要綱等を

定めていますので、札幌市で同じケースであれば

23節から支出と。うちの場合は要綱がないから、５

年以上の部分については、いろいろな趣旨は違うけ

れども、支出するとすればもうここしかないという

形で提案させていただいております。吉田議員おっ



 

－223－ 

 

しゃられたように職員一生懸命徴収という部分、課

税の部分もそうですが、税務職員というのは非常に

厳しい状況の中でも一生懸命頑張っていただいて

いるのはこれは当然のことでございまして、そうい

った中ではその趣旨の部分と、今本町の要綱がない

という中で22節で支出せざるを得ないという部分

ございますので、そのあたりは職員の責任等の部分

については当然問われるものではないというふう

に思ってございます。 

 それと、今後早急にこれらの要綱等の整備はして

いかなければ、例えば今までは５年という部分でし

かなかったものですから、こういう部分なかったも

のですけれども、22年の６月にそういった確定した

という中で５年以上の部分も出てきているという

中で今まで想定し得なかった部分ということもご

ざいますので、早急にそれらの要綱等の整備も取り

組んでいきたいというふうに思っております。 

〇２番（吉田 豊君） 今の町長の答弁もわかった

のだけれども、これは民民のお互いの隣人だから、

隣人同士の争いのものだから、民民の問題だから行

政がそこの中に入っていけないのだ。その中で何も

課税誤りとかそういうものない。そのときには筆界

未確定地だから、一枚物だから一枚物に課税しただ

けの話だから。それが引き続いて24年にそこがお互

いの話し合いついたということなのだ。 

 だから、要するに私の言いたいことは、このこと

によって余市の税務行政が後ずさりしたり、そうい

うことは絶対あってはならないから、基本的には税

務課の手法はこういう手法でまず問題はなかった

という、そういうふうに私は判断していた。だから、

要するに町長からはきちんと税務課の職員にこの

問題に対しては何も問題ないことだから、そのまま

今までの課税業務をきちんとやってくれというこ

とを伝えてもらえれば職員も安心してその仕事が

できるということになるから、それがまずこういう

問題をきちんと整理する一番のことだと思ってい

る。その辺だけ気にとめておいてください。 

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25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25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25号 損害賠償に係る和解及び損

害賠償額の決定については、原案のとおり可決され

ました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第20、議案第26号 平

成26年度余市町一般会計補正予算（第13号）を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇財政課長（山本金五君） 上程されました議案第

26号 平成26年度余市町一般会計補正予算（第

13号）について、その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につきまして

は、平成27年２月３日、国の平成26年度補正予算が

成立し、地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策

として創設されました地域活性化・地域住民生活等

緊急支援交付金に伴う地域消費喚起・生活支援交付

金及び地方創生先行交付金に係る各種事業の補正
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計上と行政報告いたしました下水道事業の損害賠

償請求控訴事件に係る弁護士費用につきまして繰

出金の追加、さらに執行状況をもとに予備費の減額

補正を行ったものでございます。なお、今回の交付

金に係る事業につきましては、年度内に完了するこ

とができないため繰越明許を設定し、翌年度に予算

を執行するものでございます。また、交付金の明確

化かつ有効活用を図るため、総務管理費におきまし

て地域消費喚起・生活支援交付金事業費と地方創生

先行交付金事業費として新たにその目を設置した

ところでございます。 

 次に、歳入につきましては、国、道支出金、繰越

金に求めて歳出と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26号 平成26年度余市町一般会計補正予

算（第13号）。 

 平成26年度余市町の一般会計の補正予算（第

13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１億568万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ88億6,446万1,000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） 

 第２条 地方自治法第213条第１項の規定により

翌年度に繰り越して使用することができる経費は、

「第２表 繰越明許費」による。 

 平成27年３月23日提出、余市町長、嶋  保。 

 歳出からご説明申し上げます。２ページをお開き

願います。２ページ下段でございます。３、歳出、

２款総務費、１項総務管理費、13目地域消費喚起・

生活支援交付金事業費、補正額6,035万7,000円、７

節賃金24万円、11節需用費170万円、12節役務費

150万7,000円、13節委託料11万円につきましては、

地域消費喚起・生活支援交付金事業として実施する

子育て世帯支援給付に係る事務費の計上でござい

ます。子育て世帯支援給付金につきましては、条件

を満たす中学生以下の子供がいる世帯に町内の小

売店で使用できる商品券を給付するものでござい

ます。19節負担金補助及び交付金5,680万円につき

ましては、子育て世帯支援給付金1,100万円と地域

の消費喚起のための余市商工会議所が主体となっ

て実施するプレミアム商品券発行事業に対する補

助金4,580万円の追加計上でございます。 

 14目地方創生先行交付金事業費、補正額4,473万

円、８節報償費83万円につきましては、地方創生先

行交付金事業として実施する総合戦略策定に係る

講師報償金60万円、策定委員報償金23万円の計上で

ございます。９節旅費152万円につきましては、総

合戦略策定に係る費用弁償24万円、普通旅費128万

円の計上でございます。11節需用費78万円につきま

しては、総合戦略策定並びに移住、定住事業に係る

消耗品費33万円、総合戦略策定に係る印刷製本費

45万円の計上でございます。 12節役務費22万

5,000円、13節委託料517万5,000円、14節使用料及

び賃借料100万円につきましては、移住、定住事業

に係る通信運搬費、情報動画作成配信委託料、パン

フレットデザイン作成委託料、動画に使用する楽曲

使用料の計上でございます。19節負担金補助及び交

付金3,520万円につきましては、余市町農業協同組

合が実施する農産物販路拡大等支援事業に対する

補助金1,000万円、余市郡漁業協同組合が実施する

水産物販路拡大等支援事業に関する補助金1,000万

円、町内の障害施設が実施する障害者就労支援事業

に対する補助金1,000万円、余市観光協会が実施す

る町内周遊ツアー実施事業に対する補助金520万円

の計上でございます。 

 ８款土木費、５項都市計画費、５目公共下水道費、

補正額180万円、28節繰出金180万円につきまして

は、行政報告でご報告申し上げました下水道事業の

損害賠償請求控訴事件に係る弁護士費用について
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の繰出金の計上でございます。 

 12款予備費、１項予備費、１目予備費、補正額

119万8,000円の減につきましては、現在の執行状況

を踏まえ、減額計上いたすものでございます。 

 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。上

のページ、２ページ上段でございます。２、歳入、

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9,388万7,000円、１節総務費国庫補

助金9,388万7,000円につきましては、地域消費喚起

・生活支援交付金5,035万7,000円、地方創生先行交

付金4,353万円の計上でございます。 

 15款道支出金、２項道補助金、１目総務費道補助

金、補正額1,000万円、２節総務費道補助金1,000万

円につきましては、地域消費喚起支援事業補助金

1,000万円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

180万2,000円、１節繰越金180万2,000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。 

 次に、繰越明許費についてご説明申し上げます。

１ページをお開き願います。１ページ中段でござい

ます。第２表、繰越明許費につきましては、地域消

費喚起・生活支援交付金事業、地方創生先行交付金

事業につきまして平成27年度に繰り越しをするも

のでございます。２款総務費、１項総務管理費、事

業名、地域消費喚起・生活支援交付金事業、金額

6,035万7,000円。２款総務費、１項総務管理費、事

業名、地方創生先行交付金事業、金額4,473万円。 

 以上、議案第26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。 

〇11番（白川栄美子君） ただいま説明を受けまし

て、２点ほど、子育て世帯支援給付金とプレミアム

商品券のことで伺いたいと思います。 

 子育て給付金の関係とプレミアム商品券は、国会

の中で公明党の強い要請もありまして支給するこ

とになったわけなのですけれども、今回子育て世帯

の支給給付金のほうでは中学生以下ということに

なっていますけれども、余市町として中学生以下で

何世帯該当する世帯数があって、あとどのぐらいの

人数になっているかということをちょっと伺いた

いと思います。 

 それから、商品券の発行ということなのですけれ

ども、これは何かに特定した商品券なのか、それと

も何でも使える商品券なのか、そこの部分もよろし

くお願いします。 

 それと、プレミアム商品券のほうなのですけれど

も、これも地域の消費喚起ということを促すという

ことでやられたのですけれども、これは今いろいろ

な自治体で競ってアイデアを出しているところで

すけれども、今回余市町としてはこのプレミアム商

品券はどのようにして出されるのか、そこを伺いた

いと思います。よろしくお願いします。 

〇町民福祉課長（上村友成君） 11番、白川議員の

ご質問に答弁させていただきます。私のほうから

は、子育てに関します子育て世帯支援事業について

のご質問に答弁させていただきます。 

 まず、想定される人数でございますけれども、現

在のところ対象予定人数として2,200人でございま

す。１人当たり5,000円分の商品券を想定してござ

います。世帯といたしましては、およそ1,000世帯

を想定してございます。 

 商品券につきましては、後ほど商工観光課長のほ

うから答弁あります方法に従って行うプレミアム

商品券と同等の使い道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。 

〇商工観光課長（小林英二君） このたび補正計上

いたしましたプレミアム商品券発行事業の現在計

画しております概要といたしましては、事業主体が

商工会議所でございます。販売セット数につきまし

ては、２万セットを計画してございます。販売金額
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につきましては、プレミアム分を含む額といたしま

して１万2,000円、１人当たり上限５セットという

ことで予定をいたしております。また、商品券の使

用できる事業所でございますが、基本的には余市町

の商工会議所加盟事業者並びにそのほか町内の事

業者から取り扱い希望をとりまして、幅広く使用で

きるような形で消費喚起を促す事業として行う予

定でございます。 

〇11番（白川栄美子君） わかりました。 

 これ何月ごろに予定されているのか、そこの部

分、両方ともよろしくお願いします。 

〇商工観光課長（小林英二君） 11番、白川議員の

何月ごろからの事業開始かというご質問にご答弁

申し上げます。 

 今予定しておりますのは、販売の購入申し込み、

これにつきましては５月号の広報折り込みに所定

の申込書を刷り込んだ、今予定では往復はがきを刷

り込んだ形の中で周知をして、５月いっぱいに申し

込みを受けると。その後、６月にその申し込み内容

を取りまとめ、精査をいたしまして、販売期間とい

たしましては７月の中旬、13日から15日ということ

で今伺ってございます。また、使用期間でございま

すが、８月１日から10月末までという予定となって

おります。 

 また、子育て支援にかかわります商品券も同様の

期間ということで、取り扱う事業者さんに混乱を来

さないような形の中で同じ扱いで進める予定でお

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26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26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26号 平成26年度余市町一般会計

補正予算（第13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21、議案第27号 平

成26年度余市町公共下水道特別会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇下水道課長（近藤 勉君） ただいま上程されま

した議案第27号 平成26年度余市町公共下水道特

別会計補正予算（第３号）について、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補正予算の内容といた

しまして、歳出におきましてはさきに行政報告申し

上げております損害賠償請求控訴事件の控訴審判

決に伴う報酬金を支払うため、訴訟弁護士委託料を

補正計上いたしたものでございます。 

 また、この補正に要する財源につきましては、一

般会計からの繰入金に求め、歳出との均衡を図った

次第であります。 

 以下、議案第27号を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第27号 平成26年度余市町公共下水道特別

会計補正予算（第３号）。 

 平成26年度余市町の公共下水道特別会計の補正

予算（第３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
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れ180万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ12億8,577万2,000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３月23日提出、余市町長、嶋  保。 

 歳出よりご説明申し上げますので、２ページの下

段をお開き願います。３、歳出、１款総務費、１項

総務管理費、１目一般管理費、補正額180万円、13節

委託料180万円につきましては、控訴審判決に伴う

報酬金を支払うため訴訟弁護士委託料の補正計上

であります。 

 次に、歳入についてご説明申し上げます。同じく

２ページの中段をごらんください。２、歳入、４款

繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金、

補正額180万円、１節一般会計繰入金180万円につき

ましては、基準外繰入金の訴訟弁護士委託料の増額

補正であります。 

 以上、上程されました議案第27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。 

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27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27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27号 平成26年度余市町公共下水

道特別会計補正予算（第３号）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

22、議案第28号 余市町政治倫理審査会委員の選任

について、日程第23、議案第29号 余市町政治倫理

審査会委員の選任について、日程第24、議案第30号 

余市町政治倫理審査会委員の選任について、日程第

25 、 議 案 第 31 号  余 市 町 政 治 倫 理 審

査会委員の選任について、日程第26、議案第32 

号 余市町政治倫理審査会委員の選任について、日

程第27、議案第33号 余市町政治倫理審査会委員の

選任について、日程第28、議案第34号 余市町政治

倫理審査会委員の選任についての以上７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22ないし日程第28を一括議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（嶋  保君） ただいま一括上程になりま

した議案第28号ないし議案第34号につきまして、提

案理由をご説明申し上げます。 

 現在委嘱申し上げております余市町政治倫理審

査会委員の任期が本年３月31日をもって満了とな

りますことから、平成27年４月１日から平成29年３

月31日までの２年間における余市町政治倫理審査

会委員７人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あります。 
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 審査会の委員につきましては、政治倫理の審査に

関し専門的知識を有する者として国立大学法人小

樽商科大学教授を、さらには地方自治法第18条の規

定に基づく選挙権を有する者として６人の方をそ

れぞれ人選いたしました。 

 ７人の方々の氏名等を申し上げます。札幌市手稲

区曙２条５丁目５番３号、石黒匡人氏、大学の教授

をされてございます。余市郡余市町山田町54番地、

門脇静子氏、余市町人権擁護委員をされておりま

す。余市郡余市町栄町1016番地、北島敏子氏、余市

町明るい選挙推進協議会副会長をされてございま

す。余市郡余市町大川町19丁目23番地、木谷滋子氏、

余市町女性団体連絡協議会会長をされてございま

す。余市郡余市町大川町５丁目63番地、清水義信氏、

余市町教育委員会委員長をされてございます。余市

郡余市町富沢町２丁目21番地、平岩聖司氏、行政相

談員をされてございます。余市郡余市町富沢町７丁

目32番地、細貝肇氏、余市町区会連合会副会長をさ

れてございます。以上の方々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28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３月23日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、札幌市手

稲区曙２条５丁目５番３号、氏名、石黒匡人、生年

月日、昭和32年10月８日生まれ。 

 続きまして、議案第29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３月23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

市町山田町54番地、氏名、門脇静子、生年月日、昭

和14年５月30日生まれ。 

 次に、議案第30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３月23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

市町栄町1016番地、氏名、北島敏子、生年月日、昭

和16年８月12日生まれ。 

 次に、議案第31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３月23日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡余

市町大川町19丁目23番地、氏名、木谷滋子、生年月

日、昭和12年９月27日生まれ。 

 次に、議案第32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３月23日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡余

市町大川町５丁目63番地、氏名、清水義信、生年月

日、昭和29年５月25日生まれ。 

 次に、議案第33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３月23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
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市町富沢町２丁目21番地、氏名、平岩聖司、生年月

日、昭和43年６月６日生まれ。 

 次に、議案第34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３月23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７丁目32番地、氏名、細貝肇、生年月日、

昭和12年５月22日生まれ。 

 以上、一括上程されました議案第28号ないし議案

第34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。 

 一括議題の議案７件について、これより質疑を行

います。 

〇16番（安宅俊威君） ちょっとお聞きしたいので

すけれども、今選任された方々がどうこうというの

でないです。これ選任するときどういう組織で選任

するのですか。町長の判断で選任するのですか。今

まで余りこういうの出てきたことないのだ。その辺

どういう考えで選任しているのですか。 

 それから、もう一つ、年代の制限ってないのです

か。90でも95でもいいのですか、例えば。私見る限

り結構な年代の人もいるし、体調の思わしくない方

も聞いています。出てきたものは反対するわけにい

かないから、やはりもう少し慎重に、本当にこうい

う団体にふさわしい人だったらあの人は立派だな

と思うけれども、そういうことがちょっと気になる

わけ。だから、やっぱりこういうのは本会議に出さ

れるよりある程度所管の委員会に考え方を出しな

がらやってくれればいいと思う。そうでしょう。人

格にかかわることだから反対できないでしょう、例

えば、その人が傷つく。もう少し慎重にやってもら

いたかったなと思うのです。何でもかんでも本会議

に出せばいいでしょう。一応審議することになって

いるのだから。自分も長いこと議会やっているけれ

ども、余りこういうのはないのだ。時代が変わって

必要だからつくったのでしょうけれども。考え方だ

け教えてください。やっぱり若い人も出してもらわ

なければ困るのだ。そういうふうに思うのだけれど

も。考え方だけお聞きしておきたいと思います。ど

ういう考え方で選任しているか。 

〇総務課長（須貝達哉君） ただいま16番、安宅議

員からご質問のございました余市町政治倫理審査

会委員の選任についての考え方でございますけれ

ども、これらにつきましては、１名につきましては

国立大学法人小樽商科大学のほうにご依頼を申し

上げまして、専門的知識を有する方ということで国

立大学法人小樽商科大学の教授をご推薦いただい

ているところでございます。そのほかの６名の方々

につきましては、条例に基づきまして地方自治法第

18条の規定に基づく選挙権を有する方ということ

で人選をしてございますが、これにつきましては各

種団体、人権擁護委員会ですとか、さらには余市町

教育委員会、女性団体連絡協議会、明るい選挙推進

協議会、区会連合会等のご推薦をいただいた上で選

任をさせていただいているという状況となってご

ざいます。 

 さらに、年齢についてのご質問もございました

が、ここに今回ご推薦させて議案として提案させて

いただいた方につきましては、それぞれ各団体のほ

うからのご推薦ということもありますけれども、そ

れぞれまだお元気でご活躍されている方というこ

とでございますので、ご理解をいただきたいと存じ

ます。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 まず、議案第28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



 

－230－ 

 

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28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28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28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。 

 次に、議案第29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29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29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29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。 

 次に、議案第30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30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30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30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。 

 次に、議案第31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31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31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31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。 
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 次に、議案第32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32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32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32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。 

 次に、議案第33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33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33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33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。 

 次に、議案第34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34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34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34号 余市町政治倫理審査会委員

の選任については、原案のとおり同意可決されまし

た。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第29、発議案第１号 

 余市町議会委員会条例の一部を改正する条例案

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇４番（藤野博三君） ただいま上程されました発

議案第１号 余市町議会委員会条例の一部を改正

する条例案につきまして、提案趣旨のご説明を申し

上げます。 

 このたびご提案申し上げました委員会条例の一

部改正につきましては、昨年の通常国会において教

育委員会の委員長と教育長が一本化し、新たな責任

者として新教育長を置くことなどを内容とする地

方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を

改正する法律とあわせて地方自治法第121条におい

て教育委員会の委員長が教育委員会の教育長に改

正がなされたことから、余市町議会委員会条例にお
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いて所要の改正を図るべくご提案申し上げる次第

であります。 

 なお、議案の朗読につきましては、各議員のお手

元に配付されておりますので、省略させていただき

ます。 

 以上、発議案第１号につきまして提案趣旨のご説

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、ご決定賜りますようお願い

申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わりま

した。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議規

則第38条第３項の規定により委員会の付託を省略

いたしたいと思います。これにご異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、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 余市町議会委員会条例の

一部を改正する条例案は、原案のとおり可決されま

した。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 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

30、意見案第１号 持続可能な社会保障制度の確立

を求める要望意見書、日程第31、意見案第２号 ド

クターヘリの安定的な事業継続に対する支

援を求める要望意見書、日程第32、意見案第３ 

号 「核兵器のない世界に向けた法的枠組み」構築

への取り組みを求める要望意見書、日程第33、意見

案第４号 ヘイトスピーチ対策について法整備を

含む強化策を求める要望意見書、日程第34、意見案

第５号 後期高齢者医療制度保険料の特例軽減措

置廃止の撤回を求める要望意見書、日程第35、意見

案第６号 労働者保護ルール改悪反対を求める要

望意見書、日程第36、意見案第７号 年金積立金の

被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関

する要望意見書、日程第37、意見案第８号 小樽・

北後志地域における周産期医療体制の維持に関す

る要望意見書の以上８件を一括議題とすることに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、日程第30ないし日程第37を一括議題とい

たします。 

 お諮りいたします。一括議題の意見案第１号ない

し意見案第８号につきましては、いずれも提出者の

説明及び委員会付託を省略することにいたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、提出者の説明及び委員会付託は省略する

ことに決しました。 

 別にご発言がなければ、まず意見案第１号を採決

いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第１号 持続可能な社会保障制度

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。 
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 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 ドクターヘリの安定的な

事業継続に対する支援を求める要望意見書は、原案

のとおり可決されました。 

 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 「核兵器のない世界に向

けた法的枠組み」構築への取り組みを求める要望意

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 ヘイトスピーチ対策につ

いて法整備を含む強化策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 後期高齢者医療制度保険

料の特例軽減措置廃止の撤回を求める要望意見書

は、原案のとおり可決されました。 

 次に、意見案第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 労働者保護ルール改悪反

対を求める要望意見書は、原案のとおり可決されま

した。 

 次に、意見案第７号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第７号 年金積立金の被保険者の

利益のための安全かつ確実な運用に関する要望意

見書は、原案のとおり可決されました。 

 次に、意見案第８号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第８号 小樽・北後志地域におけ

る周産期医療体制の維持に関する要望意見書は、原

案のとおり可決されました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第38、意見案第９号 

 農業の発展に必要な生産基盤整備の拡充を求め

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。 
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（「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 農業の発展に必要な生産

基盤整備の拡充を求める要望意見書は、原案のとお

り可決されました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第39、意見案第10号 

 介護報酬引き下げを撤回し、介護保険制度の拡充

を求める要望意見書を議題といたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、提出者

の説明を省略することにいたしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、提出者の説明は省略することに決しまし

た。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議規

則第38条第３項の規定により委員会の付託を省略

いたしたいと思います。これにご異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第10号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより意見案第10号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、意見案第10号 介護報酬引き下げを撤回

し、介護保険制度の拡充を求める要望意見書は、原

案のとおり可決されました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第40、意見案第11号 

 生活保護予算削減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） 
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 討論なしと認めます。 

 これより意見案第11号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、意見案第11号 生活保護予算削減の中止

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41、閉会中の継続審

査調査申出について。 

 各常任委員会並びに議会運営委員会の委員長か

ら、目下委員会において審査調査中の事件につき、

会議規則第74条の規定により、お手元に配付いたし

ました申し出のとおり閉会中の継続審査調査の申

し出があります。 

 お諮りいたします。各委員長から申し出のとお

り、閉会中の継続審査調査に付することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継

続審査調査に付することに決しました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 以上で本日の日程は全て終

了いたしました。 

 よって、会議を閉じます。 

 これをもって平成27年余市町議会第１回定例会

を閉会いたします。 

閉 会 午後 ３時２７分 



 

－236－ 

 

 

 

 

 

 

    上記会議録は、越智書記・枝村書記の記載したものであるが、 

   その内容が正確であることを証する為、ここに署名する。  

 

 

       余市町議会議長   １５番  中  井  寿  夫 

 

 

       余市町議会議員   １０番  野  崎  奎  一 

 

 

       余市町議会議員   １１番  白  川  栄 美 子 

 

 

       余市町議会議員   １２番  土  屋  美 奈 子 

 

 


