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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  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。 

 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
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議終了後、第１回目の委員会を開催し、正副委員

 

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。 
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 次に、議案第４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
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める。 

 第３条各号列記以外の部分中「第４章」を「第

４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 
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 （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
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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。 

 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。 



 

－198－ 

 

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
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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
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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。 

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。 
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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

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
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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
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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

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。 
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 （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、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
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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
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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
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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） 
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 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
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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。 

 （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
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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） 

 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 
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 （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。 

 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。 
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 （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。 

 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
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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
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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
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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。 

 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。
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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
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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
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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ＩＣ

Ｔ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

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
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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



 

－220－ 

 

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。 

 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。 
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 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
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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。 

 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
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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。 
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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。 
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 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
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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
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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

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
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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。 

 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
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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



 

－230－ 

 

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） 
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 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。 

 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。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第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
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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。 

 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。 
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 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。 

（「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。 
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 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） 

 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
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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 
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