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平成２７年余市町議会第２回定例会会議録（第４号）

開 議  午前１０時００分 

閉 会  午後 ２時０４分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２７年６月２２日（月曜日）      

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開 議             

平成２７年６月２５日（木曜日）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  前 坂 伸 也 

  総 務 課 長  須 貝 達 哉 

  企 画 政 策 課 長  盛   昭 史 

  地 域 協 働 推 進 課 長  笹 山 浩 一 

  財 政 課 長  山 本 金 五 

  税  務  課  長  堀 内   学 

  民 生 部 長  佐々木   隆 

  町 民 福 祉 課 長  上 村 友 成 

  高 齢 者 福 祉 課 長  坂 本 満 彦 

  保 健 課 長  須 藤 明 彦 

  環 境 対 策 課 長  秋 元 直 人 

  経 済 部 長  小 林 英 二 

  農 林 水 産 課 長  細 山 俊 樹 

  商 工 観 光 課 長  干 場 隆 利 

  建 設 水 道 部 長  柳 田 義 孝 

  建 設 課 長  亀 尾 次 雄 

  まちづくり計画課長  滝 上 晃 一 

  下 水 道 課 長  近 藤   勉 

  水 道 課 長  久 保   宏 

会計管理者（併）会計課長  飯 野 徹 郎 

  農業委員会事務局長  高 橋 良 治 

  教    育    長  中 村 寿 仁 

  学 校 教 育 課 長  小 俣 芳 則 

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

  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 並行在来線の存続等に関する調査特 

      別委員会中間報告         

  第 ２ 議案第 １号 平成２７年度余市町 

      一般会計補正予算（第３号）    

  第 ３ 議案第 ２号 余市町部設置条例の 

      一部を改正する条例案       

  第 ４ 議案第 ３号 余市町木等制定審議 

      会条例の一部を改正する条例案   

  第 ５ 議案第 ４号 余市町母子健康セン 

      ター設置条例の一部を改正する条例 

      案                

  第 ６ 議案第 ５号 余市町介護保険条例 

      の一部を改正する条例案      

  第 ７ 議案第 ６号 余市町公共下水道設 

      置条例の一部を改正する条例案   

  第 ８ 議案第 ７号 職員の分限について 

      の手続及び効果に関する条例の一部 

      を改正する条例案         

  第 ９ 議案第 ８号 余市町手数料徴収条 

      例の一部を改正する条例案     

  第１０ 報告第 １号 繰越明許費繰越計算 

      書について            

  第１１ 報告第 ２号 株式会社北後志第一 

      清掃公社の第３８期（平成２６年度） 

      経営状況の報告について      

  第１２ 報告第 ３号 株式会社余市振興公 

      社の第２４期（平成２６年度）経営 

      状況の報告について        

  第１３ 報告第 ４号 株式会社まほろば宅 

      地管理公社の第４期（平成２６年度） 

      経営状況の報告について      

  第１４ 発議案第１号 余市町議会議員の議 

      員報酬及び費用弁償等に関する条例 

      の一部を改正する条例案      

  第１５ 意見案第１号 核兵器全面禁止のた 

      めの決断と行動を求める要望意見書 

  第１６ 意見案第２号 国民の健康と医療を 

      守るための要望意見書       

  第１７ 意見案第３号 小樽・後志地域にお 

      ける周産期医療体制を守る要望意見 

      書                

  第１８ 意見案第４号 地方単独事業に係る 

      国保の減額調整措置の見直しを求め 

      る要望意見書           

  第１９ 意見案第５号 認知症への取り組み 

      の充実強化に関する要望意見書   

  第２０ 意見案第６号 農林水産物の輸出促 

      進に向けた施策の拡充を求める要望 

      意見書              

  第２１ 意見案第７号 地方財政の充実・強 

      化を求める要望意見書       

  第２２ 意見案第８号 平成２７年度北海道 

      最低賃金改正等に関する要望意見書 

  第２３ 意見案第９号 介護保険制度の現行 

      水準維持と「新しい総合事業」の移 

      行にかかわる要望意見書      

  第２４ 意見案第１０号 高レベル放射性廃 

      棄物の最終処分場の選定対象拒否に 

      関する要望意見書         

  第２５ 意見案第１１号 憲法を守り、日本 

      を海外で戦争する国にする戦争立法 

      の廃案を求める要望意見書     

  第２６ 意見案第１２号 オスプレイの運行 

      を即時中止し、新たな配備計画を撤 

      回することを求める要望意見書   
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  第２７ 議員の派遣について        

  第２８ 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２回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は17名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 なお、吉田豊議員は通院のため午前中欠席の旨

届け出がありましたことをご報告申し上げます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事の取り扱い上、議会運営委員会開催のため

暫時休憩します。 

休憩 午前１０時０１分 

再開 午前１０時１６分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 先ほど本会議休憩中に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） 先ほど委員会室におきま

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８名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、委員会中間報告１件、発議案１件、意見

案12件、議員の派遣について、閉会中の継続審査

調査申出についてでございます。 

 なお、日程の割り振りにつきましては、議員各

位のお手元に日程表が配付されておりますので、

省略させていただきます。 

 さらに、内容につきましてご報告申し上げます。 

 日程第１、並行在来線の存続等に関する調査特

別委員会中間報告であります。 

 日程第14、発議案第１号 余市町議会議員の議

員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

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15、意見案第１号 核兵器全面禁止のた

めの決断と行動を求める要望意見書ないし日程第

26、意見案第12号 オスプレイの運行を即時中止

し、新たな配備計画を撤回することを求める要望

意見書までの意見案12件につきましては、議員発

議でありますので、それぞれ即決にてご審議いた

だくことに決しました。 

 なお、意見案第１号ないし意見案第９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27、議員の派遣についてであります。 

 日程第28、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、委員会中間報告１件、発議案１件、

意見案12件、議員の派遣について、閉会中の継続

審査調査申出についてを本日の日程に追加し、議

題とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、委員会中間報告１件、発議案１件、意

見案12件、議員の派遣について、閉会中の継続審

査調査申出についてを本日の日程に追加し、議題

とすることに決定いたしました。 

 なお、追加後の日程は、お手元に配付の日程表

のとおりであります。 
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〇議長（中井寿夫君） 日程第１、並行在来線の

存続等に関する調査特別委員会中間報告を議題と

いたします。 

 並行在来線の存続等に関する調査特別委員会か

ら会議規則第46条第２項の規定に基づき、当該委

員会の調査目的であります北海道新幹線の建設の

動向及び地域振興について、ＪＲ函館本線の経営

継続を含めた並行在来線の維持存続について、国、

北海道及び沿線市町村との連携について、以上３

件について中間報告をいたしたいとの申し出があ

ります。 

 お諮りいたします。申し出のとおり報告を受け

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、並行在来線の存続等に関する調査特別

委員会の中間報告を受けることに決定いたしまし

た。 

 並行在来線の存続等に関する調査特別委員会委

員長の発言を許します。 

〇３番（井 潤君） ただいま議題となりまし

た並行在来線の存続等に関する調査特別委員会中

間報告につきまして、これまで調査を進めてきた

経過についてご報告を申し上げます。 

 本特別委員会は、１、北海道新幹線の建設の動

向及び地域振興について、２、ＪＲ函館本線の経

営継続を含めた並行在来線の維持存続について、

３、国、北海道及び沿線市町村との連携について

を調査目的に平成24年余市町議会第１回定例会に

おいて設置され、これまで15回にわたり委員会を

開催し、精力的に調査を進めてまいりました。 

 ご承知のとおり、平成23年11月に北海道新幹線

札幌延伸に伴う並行在来線の経営分離への同意に

ついて北海道から余市町の意向について回答を求

められたことから、議会では所管常任委員会での

調査、３回にわたる議員協議会の協議を経て、平

成23年12月19日開催の第４回定例会において北海

道新幹線札幌延伸に伴う並行在来線の経営分離へ

の同意について町長から行政報告がなされたとこ

ろであります。しかし、並行在来線の経営分離に

ついては、本町のみならず北後志地域住民の通勤、

通学、通院など生活に密着した必要不可欠な交通

手段であることから、これまで北後志町村議会議

長会、北後志町村会による経営継続について要請

活動を行ってきており、また議会としてもＪＲ函

館本線の存続に関する要望意見書が全会一致で可

決されてきた経過、さらに今後のまちづくりを進

める上からも行政の重要事項であるとの認識から

本特別委員会を設置し、慎重審議をしてきたとこ

ろであります。 

 本特別委員会としては、委員会設置後、最初に

並行在来線の動向に関し今後の審議の参考に資す

るため平成24年８月31日に後志総合振興局に出向

き、北海道総合政策部新幹線交通企画局から北海

道新幹線札幌延伸に係る安定的な財源の見通しや

投資効果等について、また並行在来線の存続維持

に対する北海道の対応等について説明を受けると

ともに、意見交換に行った次第です。 

 次に、調査目的別にそれぞれ調査の経過につい

てご報告申し上げます。 

 初めに、北海道新幹線の建設の動向及び地域振

興についてでありますが、町側から昭和48年11月

の北海道新幹線新青森から札幌間の整備計画の決

定から北海道新幹線札幌延伸に伴う並行在来線の

経営分離への同意までの経緯について説明を受け

るとともに、平成23年12月13日付で北海道から示

された北海道新幹線の札幌延伸に伴う並行在来線

と余市町の地域振興に基づいて後志総合振興局が

北海道側の窓口となって鉄路維持や地域振興につ

いて協議を継続することとなっていることから、

平成25年２月４日に新幹線整備に伴う地域の活性

化や地域課題の解決に向けた意見交換として地域

振興懇談会が北海道との間で開催され、ＪＲ余市
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駅東側の市街地形成と幹線道路網の整備に関し、

平成30年度の北海道横断自動車道余市インター供

用開始を見据えた取り組みの必要性について説明

し、一定の理解が示され、今後も継続して課題解

決に向けた協議を進めていくことが確認されたと

の説明を受け、これに対し各委員からは、１、着

工５条件のうち収支採算性に問題があるのでは。

２、北海道の財政では新たに新幹線を建設すれば

実質公債費比率が25％を突破する可能性があるの

ではないか。３、北海道新幹線のトンネル工事に

よる残土の中には重金属がまざっている可能性が

あり、公害の問題が心配されるのではないか。４、

北海道と交わした地域振興はこの鉄路も利用した

整備にすべきなどの質疑が交わされ、理事者側か

らは、１、平成23年12月26日の国土交通省の発表

では、北海道新幹線にかかわる総工費が１兆

6,700億円、投資効果1.1倍、収支採算性35億円で

あり、今後検討会議でさらにデータの精度を高め

ることになっている。２、北海道の負担は道民全

体にかかわる問題であり、今後設置される並行在

来線の対策協議会などを通して道民にどんな影響

が出るのか情報を収集したい。３、トンネル工事

の残土は、鉄道・運輸機構が法、基準に従って適

正に処理されると考えるが、住民に不安がないよ

う今後説明を求めていかなければならない。４、

鉄路を残すようなまちづくりを念頭に整備を進め

たいとの答弁がなされたところであります。 

 次に、ＪＲ函館本線経営継続を含めた並行在来

線の維持存続についてでありますが、平成27年１

月８日、整備新幹線にかかわる政府与党ワーキン

ググループにおいて新函館北斗から札幌間開業の

５年前倒しが決定し、平成47年度とされていた開

業が平成42年となり、新幹線開業の日が並行在来

線経営分離の日とされていることから、函館本線、

函館から小樽間のＪＲ北海道からの経営分離も平

成42年となる。ＪＲ余市駅の利便性向上を図りた

いとして、ＮＨＫ連続テレビ小説「マッサン」の

効果により余市駅を利用する観光客の増加傾向が

見られる中、ＪＲ北海道のＩＣカード、Ｋｉｔａ

ｃａを余市駅でも使用できるようＪＲ北海道の担

当者と協議を行ったが、現時点ではＩＣカード読

み取り機導入に関しエリア拡大の予定はないとの

考えが示され、町としては余市町の現状と要望を

伝えることが必要との考え方から、余市駅への導

入について余市商工会議所、余市観光協会と調整

して要望活動を実施したいとの説明を受け、これ

に対し各委員からは、１、災害時における住民の

避難や物資輸送等を含めて鉄路を残すことは大変

重要ではないか。２、問題は鉄路をどう残すかと

いうことであり、第三セクターで残しても赤字に

よりいずれは路線の廃止も考えられ、北海道や国、

ＪＲ北海道に負担を求めて、経営分離をしないの

と同じくらいの形まで限りなく近づけていく運動

が大事ではないか。３、ＪＲ函館本線の存続を求

める住民の会との連携についての考え方。４、Ｊ

Ｒ北海道や北海道に対して余市駅の利便性を図る

ためにエスカレーターの設置や大浜中に新駅をつ

くるなどといった要求をすべきではないか。５、

地域の人口を減らさないことに積極的に取り組む

ということが並行在来線を守る運動になってくる

のではないか。６、在来線を残す方策として人口

問題、利用者数の問題を特に余市町独自で検証す

べきではないか。７、ＩＣカード読み取り機の設

置となれば地元負担も生じると考えており、負担

する覚悟がないとならないのではないか。８、Ｉ

Ｃカード使用範囲を広げることによるメリットは

などの質疑が交わされ、理事者側からは、１、通

勤、通学、通院といった交通の確保だけではなく、

避難等も含めて積極的に鉄路を守っていく運動を

展開していかなければならないと考える。２、鉄

路存続に当たっては、限りなく今までどおりの負

担なしでいけるかが戦いであると思っており、行

政だけでなく議会、各町村等を含め力強く推進運

動をしていかなければならない。３、同意という
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責任の重さは非常に大きなものであり、これから

も各関係団体、機関の力もかりながら、鉄路存続

のために努力したい。４、提言のあった駅の階段

等の問題を精査して、改善できるものは改善して

いただき、利用者増につながることで鉄路を残す

ための交渉の一つの大きなカードとしていきた

い。５、まちづくりというのは、移住、定住を含

めていかに人口を減らさないでふやしていくかが

根底にあると考える。６、議会の力をかりながら、

余市が動いているというのを見せながら、現地調

査も含め各種調査に取り組みたい。７、フル装備

でなくても車両中に簡易なものを備えつける、あ

るいは携帯用の端末読み取り機などシステムによ

って費用も違うと聞いており、研究しながら対応

に努めたい。８、利便性向上のほかにＩＣカード

使用可能なエリアになることによって札幌圏の中

に位置づけられるのは非常に大きな点であるとの

答弁がなされたところであります。 

 次に、国、北海道及び沿線市町村との連携につ

いてでありますが、平成24年９月７日、並行在来

線の後志管内１市７町の各市町長、渡島管内２市

５町の各市町長、北海道知事による北海道新幹線

並行在来線対策協議会が設立され、北海道新幹線

札幌延伸開業時にＪＲ北海道から経営分離される

函館から小樽間の地域交通の確保にかかわる検討

や新幹線整備に伴う地域課題への対応に関する協

議を行うことを目的に、江差線、五稜郭から木古

内間の検討の進め方を参考に開業時期を見定めな

がら協議検討を行うこととし、方向性を決定する

時期としては開業の５年前程度という時期が示さ

れている。各委員から余市町は北後志の玄関口で

あり、北後志全体が一定の考え方を持つためにも

早急に各町村の意思確認が必要ではないか、小樽

市と共同歩調をとるためには平成21年７月に北後

志町村会と北後志議長会で出した存続にかかわる

要望書の具体化により進める必要があるのではな

いかとのことから、平成25年５月９日に開催され

た北後志町村会臨時総会で並行在来線存続運動の

継続について審議がなされ、全会一致で議決され

た。北後志町村長会では、現在まで北海道新幹線

建設に伴う並行在来線の存続について各関係機関

へ要望運動を行ってきており、今後においても並

行在来線の存続について運動を継続して行うこと

としますとあり、具体的な取り進めは今後事務レ

ベルにおいて協議を進めることとなっているとの

説明を受け、これに対し各委員から、１、長万部

から南では貨物列車が通るから線路を廃止すると

いうことはあり得ず、鉄道路線を残すといっても

黒松内から北は貨物列車が走らないから、沿線自

治体の首長がスクラムを組んでやれるような体制

が必要ではないか。２、開業時の５年前までに整

理すればいいなどさまざまな考え方を持っている

町長がいる中、何か動きがあるから会議をすると

いうよりは定期的に会議をすることが一番望まし

いのではないか。３、鉄路を守るために小樽市の

同意なくして先に進まないことから、北後志全体

の町村長、議会が一つとなって小樽市と話のでき

る場をつくるべきではないかなどの質疑が交わさ

れ、理事者側からは、１、鉄路存続に当たっては、

行政だけではなく議会、各町村等を含めて力強く

推進運動をしていかなければならない。２、まだ

先のこととは言わずに定期的に会議を持ちなが

ら、さまざまな情報を入手するためにも随時会議

を開催してもらいたいと北海道に申し上げてい

る。３、北後志の町村長、議会議長会に話を申し

上げて、後志総合振興局もフルに活用しながら、

大きな力を持って小樽市、ＪＲ北海道に当たって

いかなければならないと考えるとの答弁がなされ

たところであります。 

 なお、当委員会としては、ＪＲ余市駅の利便性

の向上を図り、利用者をふやすことや北後志を初

めとする各自治体、関係機関、団体との連携協力

が今後も必要であり、そのためにも議会としてな

お慎重な審議が必要だと考えております。 
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 以上がこれまで本特別委員会で慎重審議されて

きた経過でありますので、議員各位におかれまし

ては、よろしくご理解を賜りますようお願い申し

上げ、並行在来線の存続等に関する調査特別委員

会の中間報告といたします。 

〇議長（中井寿夫君） 委員長からの報告が終わ

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。 

 以上で並行在来線の存続等に関する調査特別委

員会の中間報告を終わります。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第２、議案第１号 平

成27年度余市町一般会計補正予算（第３号）を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（嶋  保君） ただいま上程されました

議案第１号 平成27年度余市町一般会計補正予算

（第３号）について、その概要をご説明申し上げ

ます。 

 今回ご提案いたしました補正予算につきまして

は、平成26年度の歳入歳出確定に伴い、平成26年

度から平成27年度に繰り越すべき財源を差し引い

た平成27年度への繰越金が２億9,359万9,402円と

確定したことから、法令に基づき財政調整基金へ

の積立金と消費税率の引き上げに際し、低所得者

や子育て世帯への影響を緩和するための臨時福祉

給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の補正計上

を行ったものであります。 

 次に、ただいま申し上げました以外の各款にお

ける主な補正内容について歳出からご説明申し上

げます。総務費におきましては、ふるさと納税謝

礼品の追加と区会連合会がコミュニティ助成事業

により実施するテント等の購入に対する補助金、

さらには顧問弁護士委託料の補正計上を行ったも

のであります。 

 農林水産業費におきましては、強い農業づくり

事業補助金と余市郡漁業協同組合が事業主体とな

って実施する日本海漁業振興緊急対策事業への補

助金の補正計上を行ったものであります。 

 土木費におきましては、各区会からの申請増に

伴う区会街路灯設置補助金の追加と駅前公園環境

整備工事の補正計上を行ったものであります。 

 教育費におきましては、中学校体育連盟行事参

加負担金の追加補正計上を行ったものでありま

す。 

 次に、歳入についてご説明いたします。歳入に

つきましては、国、道支出金等の特定財源に求め

るとともに、必要となる一般財源については繰越

金に求めて歳出との均衡を図ったものでありま

す。 

 この結果、今回の補正予算額２億2,555万

4,000円を既定予算に追加した予算総額は84億

6,877万円と相なった次第であります。 

 以上、今回ご提案いたしました補正予算（第３

号）について、その概要をご説明申し上げました

が、詳細につきましては担当課長よりご説明申し

上げますので、よろしくご審議、ご決定賜ります

ようお願い申し上げます。 

〇財政課長（山本金五君） 議案第１号 平成27年

度余市町一般会計補正予算（第３号）。 

 平成27年度余市町の一般会計の補正予算（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２億2,555万4,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ84億6,877万円とする。 

 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６月22日提出、余市町長、嶋  保。 

 歳出からご説明申し上げます。３ページをお開

き願います。３ページ下段でございます。３、歳
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出、２款総務費、１項総務管理費、４目財産管理

費、補正額１億6,174万円、25節積立金１億6,174万

円につきましては、法令に基づく財政調整基金積

立金１億6,000万円と寄附による社会福祉施設等

建設基金積立金10万円、余市町の未来を担う人づ

くり基金積立金164万円の計上でございます。 

 ５目企画費、補正額280万円、８節報償費50万円

につきましては、ふるさと納税謝礼品の追加計上

でございます。19節負担金補助及び交付金230万円

につきましては、コミュニティ助成事業を受け、

区会連合会が実施する備品購入事業に係る補助金

の追加計上でございます。 

 12目諸費、補正額43万2,000円、13節委託料43万

2,000円につきましては、係争事件に発展すること

が懸念される事案や債権の管理などについて早期

に専門家に相談できる体制を整え、事案の早期解

決や法令解釈の相談などのための顧問弁護士委託

料の計上でございます。 

 次のページをお開き願います。３款民生費、１

項社会福祉費、１目社会福祉総務費、補正額

4,137万4,000円、３節職員手当77万4,000円から

19節負担金補助及び交付金3,600万円までにつき

ましては、臨時福祉給付金並びに給付に係る事務

費の計上でございます。 

 ３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総

務費、補正額２万8,000円、１節報酬２万円、９節

旅費8,000円につきましては、いじめ調査会に係る

委員報酬並びに費用弁償の計上でございます。 

 ２目児童措置費、補正額747万5,000円、３節職

員手当36万円から19節負担金補助及び交付金

615万円までにつきましては、子育て世帯臨時特例

給付金並びに給付に係る事務費の計上でございま

す。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興

費、補正額346万6,000円、19節負担金補助及び交

付金346万6,000円につきましては、強い農業づく

り事業、経営体育成支援事業として実施する農業

機械設備等の購入者に対する補助金の計上でござ

います。 

 ７目農村体験交流施設費、補正額36万1,000円の

減、１節報酬152万5,000円の減、７節賃金116万

4,000円につきましては、嘱託職員の報酬と臨時職

員の賃金の組みかえ計上でございます。 

 ６款農林水産業費、２項林業費、１目林業振興

費、補正額３万5,000円、19節負担金補助及び交付

金３万5,000円につきましては、森林整備担い手対

策推進事業に係る本町負担分の追加計上でござい

ます。 

 ６款農林水産業費、３項水産業費、２目水産業

振興費、補正額155万7,000円、19節負担金補助及

び交付金155万7,000円につきましては、余市郡漁

業協同組合が事業主体となって実施する日本海漁

業振興緊急対策事業として実施するナマコ養殖に

対する補助金の計上でございます。 

 ８款土木費、２項道路橋りょう費、１目道路橋

りょう維持費、補正額208万円、19節負担金補助及

び交付金208万円につきましては、区会街路灯設置

補助の要望件数の増加により追加計上するもので

ございます。 

 次のページをお開き願います。８款土木費、３

項河川費、１目河川総務費、補正額30万円、11節

需用費30万円につきましては、河川の防護柵補修

のための修繕費の追加計上でございます。 

 ８款土木費、５項都市計画費、２目公園管理運

営事業費、補正額400万円、15節工事請負費400万

円につきましては、駅前公園環境整備工事の追加

計上でございます。 

 10款教育費、１項教育総務費、３目教育指導費、

補正額11万円、１節報酬８万円、９節旅費３万円

につきましては、いじめ防止対策委員会に係る委

員報酬並びに費用弁償の計上でございます。 

 10款教育費、３項中学校費、２目教育振興費、

補正額61万6,000円、19節負担金補助及び交付金

61万6,000円につきましては、中学校体育連盟行事
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参加負担金の追加計上でございます。 

 10款教育費、４項社会教育費、１目社会教育総

務費、補正額10万円、19節負担金補助及び交付金

10万円につきましては、本町で開催されます後志

ＰＴＡ研究大会に係る補助金の計上でございま

す。 

 ５目青少年対策費、補正額19万8,000円の減、１

節報酬165万6,000円の減、７節賃金145万8,000円

につきましては、嘱託職員の報酬と臨時職員の賃

金の組みかえ計上でございます。 

 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。

２ページをお開き願います。２ページ中段でござ

います。２、歳入、14款国庫支出金、２項国庫補

助金、２目民生費国庫補助金、補正額4,884万

9,000円、１節社会福祉費国庫補助金4,137万

4,000円につきましては、臨時福祉給付金事業費補

助金3,600万円、事務費補助金537万4,000円の追加

計上でございます。２節児童福祉費国庫補助金

747万5,000円につきましては、子育て世帯臨時特

例給付金事業費補助金615万円、事務費補助金

132万5,000円の追加計上でございます。 

 15款道支出金、２項道補助金、４目農林水産業

費道補助金、補正額450万4,000円、１節農業費道

補助金346万6,000円につきましては、歳出でご説

明申し上げました強い農業づくり事業に対する道

補助金の追加計上でございます。 

 ３目水産業費道補助金103万8,000円につきまし

ては、歳出でご説明申し上げました日本海漁業振

興緊急対策事業に対する道補助金の追加計上でご

ざいます。 

 17款寄附金、１項寄附金、２目総務費寄附金、

補正額204万円、１節総務費寄附金204万円につき

ましては、町外在住79名の方々からの余市町の未

来を担う人づくり寄附金164万円、地域振興事業寄

附金としまして余市ニッカの会様からの10万円、

株式会社美国ふじ観光様からの30万円でございま

す。 

 ３目民生費寄附金、補正額10万円、１節民生費

寄附金10万円につきましては、社会福祉寄附金と

しまして吉田正様からの10万円でございます。い

ずれもご寄附をいただいた方のご意向に沿った予

算措置をさせていただいたものでございます。 

 18款繰入金、６項公共施設建設整備基金繰入金、

１目公共施設建設整備基金繰入金、補正額300万

円、１節公共施設建設整備基金繰入金300万円につ

きましては、駅前公園環境整備工事の財源として

公共施設建設整備基金からの繰り入れの計上でご

ざいます。 

 19款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

１億6,476万1,000円、１節繰越金１億6,476万

1,000円につきましては、必要となる一般財源の追

加計上でございます。 

 20款諸収入、５項雑入、１目雑入、補正額230万

円、１節雑入230万円につきましては、歳出でご説

明申し上げました区会連合会が購入いたします備

品に対する財団法人自治総合センターからのコミ

ュニティ助成事業助成金の計上でございます。 

 以上、議案第１号につきましてその提案理由を

ご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、

ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇18番（吉田浩一君） ４点ほど伺います。 

 まず、６ページの後志ＰＴＡ研究大会というの

は、一般的にＰＴＡといったら小学校とか中学校

とか高校とかというふうになるのだろうけれど

も、これはどういうＰＴＡの大会なのでしょうか。 

 次、２点目、同じく６ページの駅前公園整備事

業400万円と計上されているのですけれども、どう

いうことを計画されているのかお願いします。 

 次です。最後、３ページです。ふるさと納税の

謝礼品ということで50万円計上になっていますけ

れども、これはウイスキーが入っているのですか。
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つまり今竹鶴だとか余市というウイスキーが全然

ないと。原酒もないといううわさですので、そう

いう中で実はインターネット上の某まちＢＢＳと

いうところに10万円以上余市町に寄附したら年内

に竹鶴だとか余市のウイスキーが送られてくると

いうような書き込みがされているのです。そんな

ことはないと思うし、インターネットの掲示板で

一々反応する必要はないのかもしれないけれど

も、ウイスキーがないということであれば、それ

を目的にしているというか、竹鶴だとか余市が逆

にないということであればその辺どういうふうに

なっているのかということをお尋ねしたいと思い

ます。 

 最後です。顧問弁護士委託料ということが計上

されているのですけれども、これは現在係争中の

ことということなのですか。それとも、それとは

別個にこれからいろいろな問題があるので、専属

で顧問弁護士を雇うという言い方はおかしいので

すけれども、そういうふうにするのか。だとすれ

ばその期間だとか、これでそれこそ１年間丸っこ

やってくれるのか、その辺はどういうふうになっ

ているのでしょうか。 

〇社会教育課長（松井正光君） 18番、吉田議員

からの後志ＰＴＡ研究大会の補助金にかかわりま

すご質問にご答弁申し上げます。 

 ＰＴＡですので、構成につきましては教師とそ

の父兄によりまして組織されておりますＰＴＡで

ございますが、研究大会への出席者につきまして

は後志管内の各市町村の先生と父兄が対象となり

まして、昨年神恵内で行いました参加者につきま

しては、総勢300人を超えるほどの参加者によりま

して研究大会が実施されたところでございます。

この大会を今年度余市町の中央公民館におきまし

て開催するということにかかわります補助金の申

請がございましたので、今回補正計上させていた

だいたものでございますので、ご理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

〇建設課長（亀尾次雄君） 18番、吉田議員の質

問にお答えしたいと思います。 

 駅前公園の400万円で何を整備するかというこ

とでございます。これにつきましては、まず１点

目といたしまして、連続テレビ小説「マッサン」

が余市でロケされたということもありまして、そ

のモニュメント的なものを設置するのと、あと公

園の熊の噴水周りが傷んでいる状況もありまし

て、それの整備と、あとまた歩道等のれんがの傷

んでいる部分、そういうものを総合的に直してき

れいにしていきたいというふうに考えてございま

すので、ご理解よろしくお願いいたします。 

〇企画政策課長（盛 昭史君） 18番、吉田議員

のふるさと納税の謝礼品のかかわる質問について

ご答弁申し上げます。 

 現在ふるさと納税の謝礼品としてニッカウヰス

キーの製品につきましては、入荷が見込めないと

いうことで取り扱いを中止しております。ホーム

ページにもその旨表示をいたしまして、また電話

の問い合わせがあった場合にも現在取り扱いを中

止していますという説明をさせていただいており

ますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

〇総務課長（須貝達哉君） 18番、吉田議員から

の顧問弁護士にかかわります質問につきまして私

のほうからご答弁をさせていただきたいと存じま

す。 

 まず、顧問弁護士委託でございますけれども、

これにつきましては今係争中のものかということ

でございますけれども、それにつきましては係争

中のものではなく、近年本町では訴訟案件のみな

らず訴訟に至らないまでも示談交渉、そういった

ものも非常に増加している傾向にございます。こ

の傾向は、本町のみならず全国的な傾向というふ

うに押さえておりまして、今後も町に非がある、

なしにかかわらずそうした係争事件等に発展する

ものが増加してくるというふうに懸念をしてござ

います。そうした事案発生した場合にはやはり早
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期な対応というのが非常に重要かというふうに考

えておりまして、早期に法律の専門家に相談でき

る体制をとることでトラブルの早期解決、さらに

はトラブルの解決に当たる職員のメンタル面での

安心感にもつながっていくものというふうに考え

てございます。さらに、自治体における債権回収

など、さらには法令解釈、こういったものも随時

相談が可能になるわけでございまして、そういっ

たことから職員のコンプライアンス向上にもつな

がっていくものという判断をもちまして弁護士委

託契約を結びたいという考えでございます。 

 なお、期間につきましては、年度年度で契約を

したいというふうに考えてございますので、ご理

解をいただきたいと存じます。 

〇18番（吉田浩一君） まず、ＰＴＡの関係なの

だけれども、さっきも聞いたと思うのだけれども、

一般的にＰＴＡというのは小学校とか中学校とか

高校とかと分類されるのではないと思うのです。

だから、小学校の大会なのですが、中学校の大会

なのですか、それとも全部のＰＴＡなのですか。

そこを聞いているから、そこの部分もう一回答弁

お願いします。 

 それと、弁護士のほうなのですけれども、今須

貝課長の答弁から察するに年間契約だと。という

ことは、どこかの事務所なり、個人で、そこと契

約を結ぶということなのですね。では、その弁護

士の名前、どこを考えているのかということは今

の時点で言えるのか、言えないのか、それどうな

のか。 

 そして、例えば今までのパターンとすれば、余

市町にはそういう専属の弁護士というか、相談す

るあれがなかったので、後志町村会のほうで委託

している弁護士さんのほうに必ず行っていたとい

うふうにずっとあれしていたのだけれども、逆に

そこに余市町というのももう一つ入れるのか、そ

れとも余市町単独でやるのか、契約を結ぶのか、

その辺どうでしょうか。 

〇社会教育課長（松井正光君） 18番、吉田議員

からの再度のご質問にご答弁申し上げます。 

 後志ＰＴＡ研究大会につきましては、対象は後

志管内の小学校と中学校が対象となってございま

すので、ご理解のほどをよろしくお願いいたしま

す。 

〇総務課長（須貝達哉君） 18番、吉田議員から

の弁護士契約の顧問弁護士の関係についてのご質

問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 相手方についてでございますけれども、相手方

につきましては、現段階で契約しているわけでは

ございませんけれども、考え方といたしましては

札幌市の弁護士法人佐々木総合法律事務所を考え

てございます。佐々木総合法律事務所につきまし

ては、議員からお話ございましたとおり、北海道

町村会、さらには北海道教育委員会、札幌市医師

会などと顧問契約をしている事務所でございま

す。北海道町村会の法務支援室を通じ、道内自治

体の法務相談などの行政事案にもこれまで数多く

かかわっておりまして、本町でもこれまで訴訟に

発展した事案、さらには示談交渉などにつきまし

てもその都度契約をさせていただいた中で携わっ

てきていただいているところでございます。今後

の契約ということになりますけれども、現段階と

してはその佐々木総合法律事務所でというふうに

考えてございます。 

〇４番（藤野博三君） ６款の水産業振興費の日

本海の漁業振興対策事業なのですけれども、ナマ

コの養殖に補助金を、これ一般財源も含まれてい

るのですけれども、１つは養殖事業ってどのよう

な形で、放流なのか、それとも施設を使ったもの

をするのかということがまず１点です。 

 それと、156万円近くのお金をかけて成魚、ナマ

コというのは成魚というのか、貝なのか、魚なの

かよくわからないのですけれども、要するに販売

できるまでに成長して、販売したときに投資した

金額に比してどのくらいの金額的に収穫が見込ま
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れるのか。 

 それから、もう一つ、放流するのか、施設でや

るのかわからないのですけれども、それの販売で

きるまでの年数、１年くらいでできるのか、それ

とも何年も要するのかということです。 

 それと、もし放流するのであれば禁漁区か何か

設けないとだめだと思うのですけれども、その辺

は漁協はどういうふうに考えているのか、まずこ

の辺についてご答弁お願いしたいと思います。 

〇農林水産課長（細山俊樹君） ４番、藤野議員

からの日本海漁業振興緊急対策事業に関するご質

問にご答弁を申し上げたいというふうに思いま

す。 

 まず、１点目のこのたびの養殖事業の概要でご

ざいます。まず、本事業の進め方でございますけ

れども、人工採苗と中間育成、この２種類で今事

業計画をしてございまして、人工採苗につきまし

ては地元の親ナマコを使用して人工採苗を行い、

採苗器に沈着後、浮きいかだを作成し、余市漁港

本港内にて中間育成、翌年に余市漁港の本港内に

放流するという計画でございます。また、中間育

成につきましては、北海道栽培漁業振興公社から

ナマコを購入し、育成袋に投入し、これも浮きい

かだに垂下して中間育成を実施、翌年余市漁港本

港内に放流をする予定をしているところでござい

ます。 

 次に、今事業における収益といいますか、どの

程度の利益を見込んでいるかというご質問でござ

います。人工採苗につきましては、人工採苗をし

て今後どの程度のナマコ、稚魚が出てくるかとい

うこともございますけれども、今考えているのは

２万個程度を考えてございます。さらに、北海道

栽培漁業振興公社からも２万個程度を考えてござ

いまして、これが順調に飼育をした場合、１個体

100グラム換算で４トン、今現在キロ4,000円程度

になっておりますので、全てが順調にいったとい

う計算になりますけれども、1,600万円程度いくの

かなという予算を見込んでいるところでございま

す。 

 さらに、年数でありますけれども、ナマコにつ

きましては今現在も生育に非常にわからない点と

いうか、そういった面も多々あるというふうに聞

いておりますけれども、３年から４年程度の育成

期間を計画をしているところでございます。 

 それから最後に、禁漁区等の関係でございます。

先ほど申し上げましたように、本事業は余市漁港

の本港区のところで事業を実施したいというふう

に考えておりますけれども、基本的にナマコの漁

業権の中で管理をしていくというふうに考えてお

りますので、ご理解を賜りたいというふうに思い

ます。 

〇４番（藤野博三君） 成魚というのか、販売で

きるようになった、そうすると漁港内からは移さ

ないということですね。あくまでも漁港内で育成

したものを、そしてそれを採取するというか、採

捕して販売するというような形に、もちろん漁協

を通してなのですけれども、そういう形になると

いう理解でよろしいのでしょうか。 

 １つ、今漁港で余市ばかりでなくていろいろな

放流事業、養殖事業をやっているところが多いの

だけれども、漁港内というのはいろいろ船の排水

というか、ビルジ排水とかそういうものとか船の

油の関係、そういうものでナマコ自体には影響な

いものかどうか、その辺について。 

 あと、もう一つ、大人のナマコというか、それ

を採取して、そこから採苗というか、採卵して、

そして育成するのだという話もあったけれども、

そのナマコについては余市のほかの海、漁港外の

海で採取したものを使うのかどうか。 

 それから、もう一つは、このナマコ自体は余市

の漁業のどういう位置づけにしたいのか。ナマコ

を余市の主産物に、これ今日本中というか、北海

道あちこちで、隣のまちでも、その隣のまちでも

取り組んでいることなので、そのナマコをどのよ
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うな形、ただある程度のものを育成してというか、

それを販売するのか、それとも余市の漁業のある

程度の柱の一本として育成していく考えなのか。

これは、役場というよりも漁協の考えなのでしょ

うけれども、補助金はほとんど余市町から出てい

るわけだから、その辺についても考え方をお尋ね

します。 

〇農林水産課長（細山俊樹君） ４番、藤野議員

からの再度のご質問にご答弁を申し上げたいとい

うふうに思います。 

 まず、漁港から出さないのか、あくまでその場

所でやるのかというご質問でございます。本事業

につきましては、漁港内で全て行う予定になって

ございます。この放流したナマコが外海へ出ると

いう、こういうご心配も多々あるかというふうに

聞いていますけれども、これにつきましては漁港

の出口のところに、間口のところにフェンス、外

海に出ないための50センチ程度のフェンスを設置

し、外海に出ることを防止するその事業も本事業

の中で実施をしたいというふうに考えてございま

す。 

 さらに、漁港内の環境がナマコに対する影響は

ということでございます。まだナマコについては、

先ほども申し上げましたように、それぞれ生態で

わからない点も多々あるため、そこらも含めて調

査ということになってございますが、本事業につ

きましてはこの調査結果が最終的にどの程度の数

字になっていくのか、そこまで含めて全て調査と

いうことになってございますので、管理をしてい

くという意味では漁港内がベストなところだとい

うことに、これも道からの指示の中でそういうと

ころでないとこの事業が認められないということ

になっておりますので、この点についてもご理解

を賜りたいというふうに思います。 

 それから、親ナマコの関係でございます。これ

は、現在漁港内でございませんけれども、余市町

で採取しているナマコを利用するということで考

えてございますので、その点についてもそういう

ことでご理解を賜りたいというふうに思います。 

 最後に、ナマコの今後の余市町における位置づ

けという点かというふうに思います。ご承知のと

おり、本町漁業情勢大変厳しいものになってござ

いますけれども、ナマコにつきましては今価格が

大変安定しているという部分もございまして、本

町漁業の中では大きな位置づけを占めている状況

になるかなというふうに思ってございます。日本

海沿岸総体の漁業が大変厳しい中においては、道

や私ども余市町といたしましても今後ナマコも中

心的な産物として取り扱いといいますか、進めて

いかなければならないというふうに考えてござい

ますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

〇７番（近藤徹哉君） ちょっとお尋ねしたいの

ですけれども、５ページの強い農業づくり事業補

助金、この中身教えていただきたいなと思う。と

いうことは、今余市、一昨日から仁木と余市でワ

インの関係あるのですけれども、それで１つは、

これとちょっとずれるのですけれども、休耕地の

問題で、やっぱりそういうことも踏まえて強い農

業づくりと、畑の面積が小さいというような人も

結構いるものですから、この中身教えていただき

たいなと。 

〇農林水産課長（細山俊樹君） ７番、近藤議員

からの強い農業づくり交付金の概要に対するご質

問に対しまして私のほうからご答弁を申し上げた

いというふうに思います。 

 本事業につきましては、農業者が農業経営の発

展、改善を目的として金融機関からの融資を活用

し、農産物の生産、加工、流通、その他農業経営

の開始もしくは改善に必要な機械、または施設の

改良、取得をする場合に補助金を受ける制度でご

ざいます。具体的な補助対象者につきましては、

本町の人・農地プランに位置づけられている中心

経営体の方で、さらには金融機関からの融資を受

けることが前提となっております。これら条件が
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そろった方につきまして、取得に対する費用の

10分の３を上限とした補助金を受けることができ

る制度でございます。 

 今年度、27年度事業採択をいただいているわけ

でありますけれども、この事業につきましては本

町から申請したのは１件の事業でございまして、

この概要につきましては醸造用ブドウの栽培を中

心としながら果樹栽培を行う新規就農の方の事業

でございます。スピードスプレーヤーやリンゴを

加工して販売するための真空包装機の導入でござ

いまして、これが本年５月25日付をもって承認を

受けたことから、このたび補正計上をさせていた

だいているところでございますので、ご理解を賜

りたいと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 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１号 平成27年度余市町一般会

計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決され

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１１時１９分 

再開 午前１１時３０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３、議案第２号 余

市町部設置条例の一部を改正する条例案を議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇総務課長（須貝達哉君） ただいま上程されま

した議案第２号 余市町部設置条例の一部を改正

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部設置条例

の一部を改正する条例案につきましては、平成

25年度余市町各会計決算特別委員会において例規

と実際の事務との整合性などについてご指摘があ

り、これらを踏まえまして改めて改正が必要な例

規の洗い出しを行ったところ、本条例について整

理が必要と判断をいたしましたことから、今期定

例会に本条例の一部改正案のご提案を申し上げる

ものでございます。 

 それでは、改正内容につきましてご説明を申し

上げます。余市町部設置条例第２条、部の分掌事

務のうち、第１号、総務部にスとして都市計画に

関する事項とございますが、これは平成24年４月

１日付の機構改革によって都市計画に関する事務

は総務部から建設水道部に移行しており、さらに

同条第２号、民生部にウとして交通安全対策に関

する事項とございますが、平成20年４月１日付の

機構改革によって交通安全対策に関する事務は民

生部から総務部に移行していたものでございまし

て、本条例改正によってこれらを整理いたすべく

ご提案を申し上げるものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第２号 余市町部設置条例の一部を改正す
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る条例案。 

 余市町部設置条例の一部を改正する条例を次の

とおり制定する。 

 平成27年６月22日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町部設置条

例の一部を改正する条例。 

 余市町部設置条例（平成４年余市町条例第21号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条第１号中スを削り、シをスとし、エから

サまでをオからシまでとし、ウの次に次のように

加える。 

 エ 交通安全対策に関する事項 

 第２条第２号中ウを削り、エをウとし、オから

ケまでをエからクまでとする。 

 第２条第４号イ中「都市計画事業」を「都市計

画」に改める。 

 附則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 以上、議案第２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２号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第２号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号 余市町部設置条例の一部

を改正する条例案は、原案のとおり可決されまし

た。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第４、議案第３号 余

市町木等制定審議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。 

〇地域協働推進課長（笹山浩一君） ただいま上

程されました議案第３号 余市町木等制定審議会

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木等制定審

議会条例の一部を改正する条例案につきまして

は、議案第２号と同様、例規と実際の事務との整

合性を図るため例規の整理が必要と判断いたしま

したことから、今期定例会に本条例の一部改正案

のご提案を申し上げるものでございます。 

 それでは、改正内容につきましてご説明申し上

げます。余市町木等制定審議会条例の第６条中、

企画政策課を地域協働推進課に改めるものでござ

います。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第３号 余市町木等制定審議会条例の一部

を改正する条例案。 

 余市町木等制定審議会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６月22日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町木等制定
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審議会条例の一部を改正する条例。 

 余市町木等制定審議会条例（平成６年余市町条

例第５号）の一部を次のように改正する。 

 第６条中「企画政策課」を「地域協働推進課」

に改める。 

 附則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 以上、議案第３号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議、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３号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第３号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号 余市町木等制定審議会条

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） 日程第５、議案第４号 余

市町母子健康センター設置条例の一部を改正する

条例案を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇保健課長（須藤明彦君） ただいま上程されま

した議案第４号 余市町母子健康センター設置条

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母子健康セ

ンター設置条例の一部を改正する条例案につきま

しては、議案第２号と同様、例規と実際の事務と

の整合性を図るため例規の整理が必要と判断いた

しましたことから、今期定例会に本条例の一部改

正案のご提案を申し上げるものでございます。 

 それでは、改正内容につきましてご説明申し上

げます。余市町母子健康センターにつきましては、

当初町内の浜中町に設置され、その後余市町入舟

町400番地、余市町社会福祉センター内に位置が移

動となり、さらに本施設の名称が余市町福祉セン

ター入舟分館と変更となったことから、余市町母

子健康センターの位置におきまして現状の施設名

との整合性を図るべく改正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４号 余市町母子健康センター設置条例

の一部を改正する条例案。 

 余市町母子健康センター設置条例の一部を改正

する条例を次のとおり制定する。 

 平成27年６月22日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町母子健康

センター設置条例の一部を改正する条例。 

 余市町母子健康センター設置条例（昭和44年余

市町条例第14号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「余市町社会福祉センター」を「余市

町福祉センター入舟分館」に改める。 

 附則 



－119－ 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 以上、議案第４号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議、ご決定

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４号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第４号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号 余市町母子健康センター

設置条例の一部を改正する条例案は、原案のとお

り可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第６、議案第５号 余

市町介護保険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。 

〇高齢者福祉課長（坂本満彦君） ただいま上程

されました議案第５号 余市町介護保険条例の一

部を改正する条例案につきまして、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介護保険条

例の一部を改正する条例案につきましては、議案

第２号と同様、例規と実際の事務との整合性を図

るため例規の整理が必要と判断いたしましたこと

から、今期定例会に本条例の一部改正案のご提案

を申し上げるものでございます。 

 それでは、改正内容につきましてご説明申し上

げます。介護保険条例第９条、延滞金につきまし

ては、保険料に係る延滞金の計算方法が規定され

ており、その中で延滞金の端数処理については計

算された延滞金額に１円未満の端数がある場合に

はこれを切り捨て、また延滞金額が10円未満の場

合は納付することを要しないと規定されておりま

す。しかしながら、本町において制定している余

市町税外諸収入金の徴収に関する条例及び余市町

税条例並びに国の法令における取り扱いにおいて

は、延滞金額に100円未満の端数がある場合、また

はその金額が1,000円未満であるときはその端数

金額、またはその全額を切り捨てるという取り扱

いになっており、これらに鑑みて公平性のもと統

一的に取り扱う必要があることから同様の取り扱

いといたしたく、これを整理する条例の改正を行

うものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第５号 余市町介護保険条例の一部を改正

する条例案。 

 余市町介護保険条例の一部を改正する条例を次

のとおり制定する。 

 平成27年６月22日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町介護保険

条例の一部を改正する条例。 

 余市町介護保険条例（平成12年余市町条例第

11号）の一部を次のように改正する。 

 第９条第１項中「千円未満」を「1,000円未満」
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に、「10円未満」を「1,000円未満」に改め、同条

第３項中「１円未満」を「100円未満」に改める。 

 附則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 以上、議案第５号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議、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５号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第５号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号 余市町介護保険条例の一

部を改正する条例案は、原案のとおり可決されま

した。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第７、議案第６号 余

市町公共下水道設置条例の一部を改正する条例案

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇下水道課長（近藤 勉君） ただいま上程され

ました議案第６号 余市町公共下水道設置条例の

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公共下水道

設置条例の一部を改正する条例案につきまして

は、議案第２号と同様、例規と実際の事務との整

合性を図るため例規の整理が必要と判断いたしま

したことから、今期定例会に本条例の一部改正案

のご提案を申し上げるものでございます。 

 それでは、改正内容につきましてご説明申し上

げます。本条例で規定しております公共下水道処

理区域について、平成23年10月から町名地番改正

により黒川町の一部が黒川町17丁目から黒川町

20丁目に改正されたことによりまして、処理区域

の町名の表示について整合性を図る必要があるた

め改正するものであります。また、根拠法令であ

ります下水道法の条項との文言の整理が必要な箇

所がございましたので、あわせて条文の一部改正

をご提案申し上げるものであります。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第６号 余市町公共下水道設置条例の一部

を改正する条例案。 

 余市町公共下水道設置条例の一部を改正する条

例を次のとおり制定する。 

 平成27年６月22日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町公共下水

道設置条例の一部を改正する条例。 

 余市町公共下水道設置条例（昭和56年余市町条

例第４号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「同法第２条第１項第３号」を「同法

第２条第３号」に改める。 

 第２条第３号中「黒川町８丁目から16丁目まで」

を「黒川町８丁目から20丁目まで」に改める。 

 附則 
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 この条例は、公布の日から施行する。 

 以上、議案第６号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議、ご決定

賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして新旧対照表を添

付してございますので、ご高覧賜りますようお願

い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第６号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号 余市町公共下水道設置条

例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決

されました。 

 昼食のため午後１時まで休憩します。 

休憩 午前１１時５１分 

再開 午後 １時００分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第８、議案第７号 職

員の分限についての手続及び効果に関する条例の

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。 

〇総務課長（須貝達哉君） ただいま上程されま

した議案第７号 職員の分限についての手続及び

効果に関する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職員の分限につい

ての手続及び効果に関する条例の一部を改正する

条例案につきましては、これまで決算特別委員会

等において職員の倫理規程の明文化についてお約

束を申し上げ、先般総務文教常任委員会にて余市

町職員倫理規程案のご説明を申し上げた際、あわ

せて余市町職員の懲戒処分に関する指針の改正、

さらには職員の分限についての手続及び効果に関

する条例につきましても一部改正を行いたい旨ご

説明を申し上げたところでございますが、現在地

方公務員法第16条第２号では禁錮以上の刑に処せ

られ、その執行を終わるまで、またはその執行を

受けることがなくなるまでの者などの欠格条項に

該当する者は職員となり、または競争試験もしく

は選考を受けることができないとされており、法

第28条第４項において職員は第16条の第３号を除

く各号の一に該当するに至ったときは、条例に特

別な定めがある場合を除くほかその職を失うとさ

れております。近年職員みずから公用車を運転す

る機会がふえ、イベント時やボランティア参加時

などにおいては職員がふだん乗りなれないような

大型の車両を運転する機会も多く、交通事故の当

事者となる可能性が増加している状況にありま

す。公務執行中に職員が過って事故に関与してし

まった場合、またボランティア活動や地域活動な

どで過失により事故を起こしてしまった場合な

ど、過失による罪でさまざまな経験やノウハウを

有する職員が一切の事情を考慮されずに刑の執行
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が猶予されたにもかかわらず自動的に失職となる

ことは、職員にとっては厳し過ぎる措置であると

ともに、町としても大きな損失となるものである

ことから、職員の分限についての手続及び効果に

関する条例の一部改正を行い、余市町職員の過失

による事故の場合の自動失職に関する特例を定め

るべくご提案を申し上げるものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第７号 職員の分限についての手続及び効

果に関する条例の一部を改正する条例案。 

 職員の分限についての手続及び効果に関する条

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６月22日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。職員の分限につ

いての手続及び効果に関する条例の一部を改正す

る条例。 

 職員の分限についての手続及び効果に関する条

例（昭和28年余市町条例第18号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第５条を第６条とし、第４条の次に次の１条を

加える。 

 （失職事由の特例） 

 第５条 任命権者は、車両事故等により法第

16条第２号に該当するに至った職員のうち、その

罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶

予された者については、情状により特にその職を

失わないものとすることができる。 

 ２ 前項の場合において、当該刑の執行の猶予

が取り消されたときは、その日においてその職を

失うものとする。 

 附則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 以上、議案第７号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議、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７号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第７号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号 職員の分限についての手

続及び効果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） 日程第９、議案第８号 余

市町手数料徴収条例の一部を改正する条例案を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町民福祉課長（上村友成君） ただいま上程さ

れました議案第８号 余市町手数料徴収条例の一

部を改正する条例案につきまして、その提案理由

をご説明申し上げます。 

 このたびの一部改正の内容につきましては、平

成26年９月より進めてまいりました戸籍事務の電

算化作業の進捗に合わせ、戸籍法第118条第１項に
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基づき法務大臣により戸籍事務を電子情報処理組

織によって取り扱うことのできる市町村として指

定される見通しとなったことから、同法第120条第

１項に規定いたします磁気ディスクをもって調製

された書面の追加など戸籍事務に係る整理を行う

ものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第８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６月22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１の項中「戸籍の謄本又は抄本」を「戸

籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクを

もって調製された戸籍に記録されている事項の全

部若しくは一部を証明した書面の交付」に改める。 

 別表の２の項中「戸籍の記載事項証明」を「戸

籍に記載した事項に関する証明」に改める。 

 別表の３の項中「除籍の謄本又は抄本」を「除

かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気デ

ィスクをもって調製された除かれた戸籍に記録さ

れている事項の全部若しくは一部を証明した書面

の交付」に改める。 

 別表の４の項中「除籍の記載事項証明」を「除

かれた戸籍に記載した事項に関する証明」に改め

る。 

 別表の５の項中「１通につき」を「１件につき」

に改める。 

 別表の６の項中「戸籍の附票の写」を「戸籍の

附票の写しの交付」に改める。 

 別表の７の項中「届書の受理等の証明書」を「戸

籍法（昭和22年法律第224号）の規定に基づく届出

若しくは申請の受理の証明又は届書その他受理を

した書類に記載した事項の証明」に、「１通につ

き」を「１件につき」に改め、350円の次に「（婚

姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の

受理について請求により法務省令で定める様式に

よる上質紙を用いる場合にあっては、１件につき

1,400円）」を加える。 

 別表の８の項を次のように改める。 

 ８、戸籍法の規定に基づく届書その他受理をし

た書類の閲覧、１件につき350円。 

 附則 

 この条例は、戸籍法（昭和22年法律第224号）第

118条第１項の規定による法務大臣の指定を受け

た日から施行する。 

 以上、議案第８号につきましてご説明を申し上

げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜り

ますようお願い申し上げます。 

 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８号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第８号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり
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ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号 余市町手数料徴収条例の

一部を改正する条例案は、原案のとおり可決され

ました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第10、報告第１号 繰

越明許費繰越計算書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。 

〇財政課長（山本金五君） ただいま上程されま

した報告第１号 繰越明許費繰越計算書につきま

して、提案理由をご説明申し上げます。 

 繰越明許費として平成26年度から平成27年度に

繰り越された事業につきましては、地域消費喚起

・生活支援交付金事業と地方創生先行交付金事業

でございます。これらの事業につきましては、地

方自治法第213条の規定に基づき平成26年度余市

町一般会計補正予算（第13号）におきまして繰越

明許費の議決をいただき、財源をつけて平成27年

度に繰り越したところでございます。このたび５

月末日をもちまして繰越計算書の調製をいたしま

したので、地方自治法施行令第146条第２項の規定

に基づき議会に報告し、承認を求めるものでござ

います。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 報告第１号 繰越明許費繰越計算書について。 

 平成26年度余市町一般会計補正予算（第13号）

の繰越明許費は、別紙のとおり翌年度に繰り越し

たので、地方自治法施行令第146条第２項の規定に

より報告する。 

 平成27年６月22日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。平成26年度余市

町繰越明許費繰越計算書。 

 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、翌年度繰越額6,035万7,000円、左の財源

内訳、既収入特定財源5,035万7,000円、未収入特

定財源、国、道支出金1,000万円。 

 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、翌年度繰越額

4,473万円、左の財源内訳、既収入特定財源4,353万

円、一般財源120万円。 

 合計、金額１億508万7,000円、翌年度繰越額１

億508万7,000円、左の財源内訳、既収入特定財源

9,388万7,000円、未収入特定財源、国、道支出金

1,000万円、一般財源120万円。 

 以上、報告第１号につきましてご説明を申し上

げましたので、よろしくご審議の上、ご承認賜り

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、報告第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。 

 これより報告第１号を採決いたします。 

 本案は、報告のとおり承認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、報告第１号 繰越明許費繰越計算書に

ついては、報告のとおり承認することに決しまし
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た。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第11、報告第２号 株

式会社北後志第一清掃公社の第38期（平成26年度）

経営状況の報告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。 

〇環境対策課長（秋元直人君） ただいま上程さ

れました報告第２号 株式会社北後志第一清掃公

社の第38期（平成26年度）経営状況の報告につい

て、提案理由のご説明を申し上げます。 

 余市町が出資いたしております株式会社北後志

第一清掃公社の第38期における経営状況につい

て、地方自治法第243条の３第２項の規定に基づき

ご報告申し上げます。 

 以下、報告第２号を朗読申し上げます。 

 報告第２号 株式会社北後志第一清掃公社の第

38期（平成26年度）経営状況の報告について。 

 地方自治法第243条の３第２項の規定により、株

式会社北後志第一清掃公社の第38期（平成26年度）

経営状況について、別紙のとおり関係書類を添付

し、報告する。 

 平成27年６月22日提出、余市町長、嶋  保。 

 なお、第38期経営状況報告書並びに第39期事業

計画等につきましては別添のとおりでございます

ので、ご高覧賜りたいと存じます。 

 以上、報告第２号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

承認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。 

〇18番（吉田浩一君） 第一公社のことなので、

役所側が答えられるのかどうかわからないのです

けれども、わからないのだったらわからないと答

えてください。 

 まず、ことしになって第一公社の取締役会は何

月何日に開かれたのか。１回だったら１回、２回

だったら２回、その日付をお願いします。 

 ２点目です。書類のつくり方というか、どうし

てなのかということがわからないのだけれども、

13ページ、監査報告書なのですけれども、８ペー

ジのほうには役員名簿が載っていて、監査役２名

になっているのです。この８ページのほうには現

総務部長である前坂部長が監査役としてここに載

っているのですけれども、13ページのほうには署

名、捺印がないのです。これ監査していないとい

うことなのですか。なおかつ、まだ上程はされて

いないのだけれども、この後２本の公社のところ

には一応監査役のところはちゃんと印鑑が押して

いるのです。これは印鑑もないと。この辺は、書

類のつくり方としていかがものなのかということ

を担当課が答えるのか、どこが答えるのかはわか

らないのだけれども、答弁いただきたいと思いま

す。 

〇環境対策課長（秋元直人君） 18番、吉田議員

からのご質問にお答えいたします。 

 まず、１点目のことしに入りましてからの取締

役会の開催についてでございますが、本年になり

ましてから１回目が本年１月21日に開催されてお

ります。２回目につきましては、本年５月22日に

開催をされてございます。 

 次の質問の監査役が１名ということでございま

すけれども、本年４月１日付の余市町の人事異動

で監査役の環境対策課長が異動となり、監査役を

辞任したため、監査役１名の監査となっていると

ころでございます。 

 また、もう一点目の監査の資料につきまして、

13ページでございますけれども、監査役の名前の

ところに押印がないという問題でございますけれ

ども、今ご指摘のあったところについては、この

書類の作成方法につきまして第一清掃公社とも改

善すべき協議をしていきたいと思います。 

〇18番（吉田浩一君） 役員の辞任については、

取締役会等に諮られないのですか。４月１日に辞
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任したというのは今答弁でわかりました。ですけ

れども、１月22日と２回目は５月22日に取締役会

を開催しているのだから、辞表を出しただけで、

正式に承認されるまでは前の人の任期というのが

残っているのでないのかなと思うのだけれども、

その点はいかがでしょうか。 

〇環境対策課長（秋元直人君） 18番、吉田議員

からの監査に対する再度のご質問でございます。 

 会社の定款では、監査役は２名以内となってお

りまして、問題ないとの考えのもとにこのような

対応がなされていると理解をしております。 

〇18番（吉田浩一君） その辺そういう認識であ

るというのであれば、それはそれで構わないのか

なと思うのだけれども、役所が取締役を占めてい

るというのは、この第一公社もそうですし、まほ

ろば公社もそうです。そこのところで要するに役

所の人事異動があればそれも全部変わっていくよ

ということなのです。では、前任者のその責任の

範囲というのはどこまでなのかといったときに、

辞任したからその日でその責任が逃れるというこ

とには果たしてなるのかどうか。この辺はどうい

うふうに考えておられるのかわからないけれど

も、ちょっとよろしくないのでないのかなという

私の感想を申し上げておきます。 

 答弁があるのであればいただきたいなと思うけ

れども、答弁がないというのだったらそれはそれ

でなくても構いません。 

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、報告第２号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより報告第２号を採決いたします。 

 本案は、報告のとおり承認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、報告第２号 株式会社北後志第一清掃

公社の第38期（平成26年度）経営状況の報告につ

いては、報告のとおり承認することに決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第12、報告第３号 株

式会社余市振興公社の第24期（平成26年度）経営

状況の報告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。 

〇商工観光課長（干場隆利君） ただいま上程さ

れました報告第３号 株式会社余市振興公社の第

24期（平成26年度）経営状況の報告について、提

案理由のご説明を申し上げます。 

 余市町が出資いたしております株式会社余市振

興公社の第24期（平成26年度）経営状況につきま

して、地方自治法第243条の３第２項の規定に基づ

きご報告申し上げるものでございます。 

 以下、報告第３号を朗読申し上げます。 

 報告第３号 株式会社余市振興公社の第24期

（平成26年度）経営状況の報告について。 

 地方自治法第243条の３第２項の規定により、株

式会社余市振興公社の第24期（平成26年度）経営

状況について、別紙のとおり関係書類を添付し、

報告する。 

 平成27年６月22日提出、余市町長、嶋  保。 

 なお、第24期経営状況報告書並びに第25期（平

成27年度）営業計画につきましては別添のとおり

でございますので、ご高覧を賜りたいと存じます。 

 以上、報告第３号につきまして提案理由をご説
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明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

承認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） 振興公社のことだから、

答弁できなければできないでいいのですけれど

も、売り上げの努力目標の捉え方をどういうふう

に捉えているかということをお聞きしたかったの

です。 

 16ページの上から２番目の段、売上高9,675万円

を目標にしていると、そういうふうになっている

のだけれども、去年から「マッサン」ブームで、

26年も１億円以上の売り上げをしているのです。

１億451万3,733円と。まだブームは去っていない

と思うし、去ったとしてもいわゆる努力目標を高

く持っていくべきだと、そういうふうに思うので

す、会社としては。最初から低く見る努力目標と

いうのは、それは努力ではないから、会社の。23年

度には実質の売り上げが8,939万円、24年の努力目

標は8,930万円、前年度並みに努力しますよと。だ

けれども、実際にした結果は8,600万円で300万円

ぐらい少なかった。これを機に努力目標を下げて

いくということはどういうことなのか、ちょっと

理解に苦しむのです。8,600万円で下がったものだ

から、次の25年度の努力目標は8,500万円と。だけ

れども、実際には25年度は9,050万円。そして、こ

の9,050万円売ったものに対して翌年度の努力目

標は8,900万円と下げていっている。こういう消極

的な姿勢では、私は非常に考え方変えていかなけ

ればだめだなと思うのです。ここにはお金投入し

ているわけだから、余市町も。５年をきちんと見

て、それを捉えてみれば、いささか努力目標の設

定の仕方というのは私自身納得できないので、そ

の辺わかれば答弁願います。 

〇商工観光課長（干場隆利君） ２番、吉田議員

の振興公社にかかわります次年度の計画という

か、目標の設定の関係についてご答弁をしたいと

思います。 

 この経営計画の関係につきましては、振興公社

からの詳しくは実は聞き取りはしてございません

が、計画の目標設定に当たっては、原則としてと

いうか、基本的な考え方としては、前年実績をベ

ースとしながら設定をしているということは聞い

てございます。ただ、今議員ご指摘があったよう

に、経営といいますか、会社としてある程度高い

目標を設定した中で、それに向かって努力をして

いくと、そういったことも必要かなというふうに

考えてございますので、議員ご指摘の部分を振興

公社側と今後においてそういった計画目標の設定

等につきまして協議をしていきたいというふうに

考えてございますので、ご理解をお願いしたいと

思います。 

〇２番（吉田 豊君） 振興公社のほうに確認す

るという意味の答弁なのかな。第25期の営業計画

見れば、非常に積極的な項目ばかり載っているの

です、24期の報告書と比べて。だから、基本的に

はこれだけのものの営業計画を持ちながら、一方

の数字あらわしてくるときの努力目標が下がって

いるということは理解できないということだか

ら。そこを振興公社のほうによく確認するのなら

確認してもらえればそれはそれでいいのだけれど

も、そういうつくり方は非常に好ましくないので

ないかということを言っている。これが間違って

いるとか間違っていないとかではないのです。な

ぜかといえば、振興公社に対して町も金出してい

るわけだから。町が金を出しているのだから、そ

こはきちんとしなければだめ。だから、そういう

答弁ではだめなのだ。株主だもの。240株も出して

いるのだ。240株出して、1,200万円の株主だもの。

株主だから。普通民間会社だったら、株主だった

らこういう総会の場では会社に対して努力目標を

課すもの、質問して。なぜ課すかといえば、株主

である以上配当金もらうのだから。配当金が頑張
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って入ってくるようにみんな会社のことに対して

一生懸命質問して、会社を守り立てていこうとす

る。だから、株主になっている余市町がそういう

考え方ではまずいのでないのか。株主だったら、

これ見たらすぐ努力目標少ないなと、こう思うの

が普通でないか。 

〇経済部長（小林英二君） 吉田議員の再度のご

質問にご答弁申し上げます。 

 議員ご指摘のとおり、24期の売上高につきまし

ては１億400万円ほどの売り上げを上げていると。

そういった中で、25期の計画目標がそれを下回っ

ているような数値が計上されているということで

申し上げますと、やはりこれは現状を捉えた中で、

また現下のそういった「マッサン」ブーム等々を

捉えた中で、きちんともう少し情勢分析をした上

で売り上げについても高い目標を持っていくべき

だろうということはご指摘のとおりだというふう

に思ってございます。今後におきましては、その

辺振興公社とも経営目標のあり方等々を含めまし

て十分意を尽くして協議をしてまいりたいという

ふうに思っておりますので、ご理解を賜りたいと

存じます。 

〇２番（吉田 豊君） 答弁はわかるのだ。その

とおりだからわかるのだけれども、私たちは議会

の議員だから、議員としてこの数字を見ると、目

標を設定したものを必ずクリアしていくでしょ

う。クリアしていっているということは、努力し

て目標達成しているのだなと、そういうふうに思

うでしょう、数字だけ見れば。だけれども、よく

考えてみればもともと努力する目標の数字でない

のだもの。数字を下げているのだもの。数字を下

げていて、それをクリアしているだけの話なのだ

もの。逆に努力目標を200と立てたのだけれども、

一生懸命頑張ったけれども、180までしかできませ

んでしたと。あと20は頑張ったのだけれども、で

きなかったという物の考え方の捉え方と最初から

150しか見ていないで、180あったから30多かった

という捉え方は、議員のほうの形の目から捉えた

ら全然物事が逆なのだから。だから、納得しない

ということなのだ。そして、しかも余市町は240株

の株主の最大株主で、1,200万円の金をそこの株主

で出しているのだから。普通の民間会社だったら、

本当に配当金でも何でももらわなければだめだ、

こういう形だったら。 

 だから、もともとそういうことを、４年前から

そういうふうに切りかわってきているから、それ

はうまくないのではないかということなのだ。最

初からきちんとそのとおりやっているのならいい

けれども、５年前には努力目標に達しなかったの

だ。その達しないときの要するに報告書が一番い

い報告書なのだ。事業をこうやって見たのだけれ

ども、それに売り上げがついていけなかったとい

う、そういう報告書が一番いい報告書だ。それか

ら後の報告書は、みんな目標をどんどん、どんど

ん達成していくのだ。達成していく目標というの

は、数字を低く見ているから達成するだけの話な

のでしょう。だから、１億円売ったのなら、こと

し１億1,000万円売るというぐらいのそういう努

力目標をみずからしなかったら一生懸命になれな

いでしょう、みんなが。だから、こういう消極的

姿勢の予定の損益計算書のつくり方はいかがかな

ということなのだ。しかも、前の営業計画を見れ

ば大した立派なもの書いているし、これ一生懸命

やったら１億円は楽に超すのでないかと、そうい

うふうに見ているわけだから。ところが、最後の

そこにきたら数字ががくんと落ちるでしょう。だ

から、こういうことが続くと、この報告書を出し

たときに議会の人間は、議員は事業計画を全部ク

リアしているのでないかと、そういうふうに判断

するでしょう。そしたら、判断したらそこまで達

成しているのだから何も質問もする必要ない、も

ともと。だけれども、ずっと調べてみれば最初か

ら低く構えているのだもの。余市町が金出してい

る会社だから、公社だから、そういう意味ではこ
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ういうところまできちんと目を通してもらえれば

と、そういうふうに思います。 

 以上です。答弁はいいです。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第３号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより報告第３号を採決いたします。 

 本案は、報告のとおり承認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、報告第３号 株式会社余市振興公社の

第24期（平成26年度）経営状況の報告については、

報告のとおり承認することに決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第13、報告第４号 株

式会社まほろば宅地管理公社の第４期（平成26年

度）経営状況の報告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。 

〇まちづくり計画課長（滝上晃一君） ただいま

上程されました報告第４号 株式会社まほろば宅

地管理公社の第４期（平成26年度）経営状況の報

告について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 余市町が出資いたしております株式会社まほろ

ば宅地管理公社の第４期における経営状況につき

まして、地方自治法第243条の３第２項の規定に基

づきご報告申し上げるものでございます。 

 以下、報告第４号を朗読申し上げます。 

 報告第４号 株式会社まほろば宅地管理公社の

第４期（平成26年度）経営状況の報告について。 

 地方自治法第243条の３第２項の規定により、株

式会社まほろば宅地管理公社の第４期（平成26年

度）経営状況について、別紙のとおり関係書類を

添付し、報告する。 

 平成27年６月22日提出、余市町長、嶋  保。 

 なお、第４期経営状況報告書並びに第５期経営

計画等につきましては別添のとおりでございます

ので、ご高覧賜りたいと存じます。 

 以上、報告第４号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

承認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、報告第４号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより報告第４号を採決いたします。 

 本案は、報告のとおり承認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、報告第４号 株式会社まほろば宅地管
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理公社の第４期（平成26年度）経営状況の報告に

ついては、報告のとおり承認することに決しまし

た。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第14、発議案第１号 

 余市町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

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。 

〇４番（藤野博三君） ただいま上程になりまし

た発議案第１号 余市町議会議員の議員報酬並び

に費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

案について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 このたびご提案申し上げました条例の一部改正

は、条例中に引用している条項の整理と議員の期

末手当の支給にかかわり在職期間による減額規定

を設けるものであります。議員の期末手当につき

ましては、地方自治法第203条第３項及び第４項に

より条例規定が支給根拠となっておりますが、現

在本条例に在職期間による支給要件は規定されて

いないところであります。しかし、期末手当が支

給される趣旨等の観点から、町特別職等と同様に

基準日以前６カ月以内の在職期間に応じて減額

し、支給すべく条例の一部改正についてご提案申

し上げるものでございます。 

 なお、各議員のお手元に議案が配付されており

ますので、議案の朗読は省略させていただきます。 

 以上、発議案第１号についてその内容のご説明

を申し上げましたので、議員各位におかれまして

はよろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願

い申し上げ、提案趣旨の説明とさせていただきま

す。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

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 余市町議会議員の議員

報酬及び費用弁償等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15、意見案第１号 核兵器全面禁止のための決

断と行動を求める要望意見書、日程第16、意見案

第２号 国民の健康と医療を守るための要望意見

書、日程第17、意見案第３号 小樽・後志地域に

おける周産期医療体制を守る要望意見書、日程第

18、意見案第４号 地方単独事業に係る国保の減

額調整措置の見直しを求める要望意見書、日程第

19、意見案第５号 認知症への取り組みの充実強

化に関する要望意見書、日程第20、意見案第６号 

 農林水産物の輸出促進に向けた施策の拡充を求

める要望意見書、日程第21、意見案第７号 地方

財政の充実・強化を求める要望意見書、日程第22、

意見案第８号 平成27年度北海道最低賃金改正等

に関する要望意見書、日程第23、意見案第９号 介

護保険制度の現行水準維持と「新しい総合事業」
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の移行にかかわる要望意見書の以上９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15ないし日程第23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９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 核兵器全面禁止のため

の決断と行動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 国民の健康と医療を守

るための要望意見書は、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 小樽・後志地域におけ

る周産期医療体制を守る要望意見書は、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 地方単独事業に係る国

保の減額調整措置の見直しを求める要望意見書

は、原案のとおり可決されました。 

 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 認知症への取り組みの

充実強化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 農林水産物の輸出促進

に向けた施策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。 

 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 地方財政の充実・強化

を求める要望意見書は、原案のとおり可決されま

した。 

 次に、意見案第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。 
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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８号 平成27年度北海道最低

賃金改正等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９号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第９号 介護保険制度の現行水

準維持と「新しい総合事業」の移行にかかわる要

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24、意見案第10号 

 高レベル放射性廃棄物の最終処分場の選定対象

拒否に関す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といたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、提出者の説明は省略することに決しま

した。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第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 高レベル放射性廃棄物

の最終処分場の選定対象拒否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25、意見案第11号 

 憲法を守り、日本を海外で戦争する国にする戦

争立法の廃案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項の規定に基づき委員会の付託を

省略することといたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、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。 
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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11号 憲法を守り、日本を海

外で戦争する国にする戦争立法の廃案を求める要

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26、意見案第12号 

 オスプレイの運行を即時中止し、新たな配備計

画を撤回することを求める要望意見書を議題とい

たします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、提出

者の説明を省略することにいたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、提出者の説明は省略することに決しま

した。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第12号については委員会の付託

を省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより意見案第12号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立少数であります。 

 よって、意見案第12号 オスプレイの運行を即

時中止し、新たな配備計画を撤回することを求め

る要望意見書は、否決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第27、議員の派遣に

ついてを議題といたします。 

 お諮りいたします。会議規則第121条の規定によ

り、お手元に配付のとおり派遣することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議員の派遣をすることに決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第28、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２回定例会

を閉会いたします。 

閉 会 午後 ２時０４分 
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