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平成２８年余市町議会第２回定例会会議録（第３号）

開 議  午前１０時００分 

閉 会  午後 ２時３０分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２８年６月２０日（月曜日）      

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開     議

平成２８年６月２２日（水曜日）午前１０時

〇出 席 議 員  （１８名）       

  余市町議会議長  ６番 中 井 寿 夫 

  余市町議会副議長 １１番 白 川 栄美子 

  余市町議会議員  １番 野 呂 栄 二 

      〃      ２番 吉 田   豊 

      〃      ３番  井   潤 

      〃      ４番 岸 本 好 且 

      〃      ５番 土 屋 美奈子 

      〃      ７番 近 藤 徹 哉 

      〃      ８番 吉 田 浩 一 

      〃       ９番 佐 藤 一 夫 

      〃     １０番 野 崎 奎 一 

      〃     １２番 庄   巖 龍 

      〃     １３番 安 久 莊一郎 

      〃     １４番 大 物   翔 

      〃     １５番 中 谷 栄 利 

      〃     １６番 藤 野 博 三 

      〃     １７番 茅 根 英 昭 

      〃     １８番 溝 口 賢 誇 

〇欠 席 議 員  （０名）        

 〇出 席 者              

  余 市 町 長  嶋     保 

    副    町    長  鍋 谷 慎 二 

    総  務  部  長  前 坂 伸 也 

  総 務 課 長  須 貝 達 哉 

  企 画 政 策 課 長  滝 上 晃 一 

  地 域 協 働 推 進 課 長  笹 山 浩 一 

  財 政 課 長  山 本 金 五 

  税  務  課  長  堀 内   学 

  民 生 部 長  佐々木   隆 

  町 民 福 祉 課 長  上 村 友 成 

  高 齢 者 福 祉 課 長  濱 川 龍 一 

  保 健 課 長  須 藤 明 彦 

  環 境 対 策 課 長  秋 元 直 人 

  経 済 部 長  小 林 英 二 

  農 林 水 産 課 長  細 山 俊 樹 

  商 工 観 光 課 長  干 場 隆 利 

  建 設 水 道 部 長  久 保   宏 

  建 設 課 長  高 橋 良 治 

  まちづくり計画課長  亀 尾 次 雄 

  下 水 道 課 長  近 藤   勉 

  水 道 課 長  渡 辺 郁 尚 

会計管理者（併）会計課長  飯 野 徹 郎 

  農業委員会事務局長  中 村 利 美 

  教    育    長  中 村 寿 仁 

  学 校 教 育 課 長  小 俣 芳 則 

  社 会 教 育 課 長  松 井 正 光 
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  監 査 委 員 事 務 局 長  澤 辺 成 徳 

〇事務局職員出席者            

  事  務  局  長  杉 本 雅 純 

  議 事 係 長  枝 村   潤 

  書         記  阿 部 航 大 

〇議 事 日 程            

  第 １ 議案第 ４号 余市町家庭的保育事 

      業等の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 ２ 議案第 ５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 ３ 議案第 ６号 北海道町村議会議員 

      公務災害補償等組合規約の変更につ 

      いて               

  第 ４ 議案第 ７号 北海道市町村職員退 

      職手当組合規約の変更について   

  第 ５ 議案第 ８号 北海道市町村総合事 

      務組合規約の変更について     

      行政報告             

  第 ６ 議案第 ９号 平成２８年度余市町 

      一般会計補正予算（第３号）    

  第 ７ 諮問第 １号 人権擁護委員の推薦 

      につき意見を求めることについて  

  第 ８ 報告第 １号 繰越明許費繰越計算 

      書について            

  第 ９ 報告第 ２号 株式会社北後志第一 

      清掃公社の第３９期（平成２７年度） 

      経営状況の報告について      

  第１０ 報告第 ３号 株式会社余市振興公 

      社の第２５期（平成２７年度）経営 

      状況の報告について        

  第１１ 報告第 ４号 株式会社まほろば宅 

      地管理公社の第５期（平成２７年度） 

      経営状況の報告について      

  第１２ 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１３ 意見案第２号 スクールカウンセラ 

      ー・スクールソーシャルワーカーの 

      配置拡充を求める要望意見書    

  第１４ 意見案第３号 骨髄移植ドナーに対 

      する支援の充実に関する要望意見書 

  第１５ 意見案第４号 次期介護保険制度改 

      正における福祉用具、住宅改修の見 

      直しに関する要望意見書      

  第１６ 意見案第５号 地方財政の充実・強 

      化を求める要望意見書       

  第１７ 意見案第６号 「要介護１・２」の 

      「保険外し」を中止し、安心・安全 

      の介護保障の実現を求める要望意見 

      書                

  第１８ 意見案第７号 電力自由化のさらな 

      る改善を求める要望意見書     

  第１９ 意見案第８号 待機児童解消に向け 

      て緊急的な対応を求める要望意見書 

  第２０ 意見案第９号 平成２８年度北海道 

      最低賃金改正等に関する要望意見書 

  第２１ 意見案第１０号 ＴＰＰ協定の国会 

      批准をしないことを求める要望意見 

      書                

  第２２ 意見案第１１号 無料低額診療事業 

      の保険薬局への拡充を求める要望意 

      見書               

  第２３ 意見案第１２号 安保法制（戦争法） 

      の廃止、南スーダンへの自衛隊派遣 

      の中止、撤収を求める要望意見書  

  第２４ 議員の派遣について        

  第２５ 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28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18名です。 
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 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、小林選挙管理委員会事務局長は選挙事務

のため自席待機について申し出があり、これを許

可し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。 

〇議長（中井寿夫君） 昨日議会運営委員会が開

催されましたので、その結果について委員長から

の報告を求めます。 

〇18番（溝口賢誇君） 昨日委員会室におきまし

て議会運営委員会が開催されましたので、その審

議経過並びに結果につきまして私からご報告申し

上げます。 

 委員７名の出席のもと、さらに説明員として鍋

谷副町長、前坂総務部長、須貝総務課長の出席が

ありましたことをご報告申し上げます。 

 今回審議されました内容につきましては、追加

案件についてであります。新たに追加されました

案件は、議案１件、諮問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、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。 

 さらに、内容につきましてご報告申し上げます。 

 日程第６、議案第９号 平成28年度余市町一般

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７、諮問第１号 人権擁護委員の推薦に

つき意見を求めること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12、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

23、意見案第12号 安保法制（戦争法）の廃止、

南スーダンへの自衛隊派遣の中止、撤収を求める

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５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24、議員の派遣についてであります。 

 日程第25、閉会中の継続審査調査申出について

であります。 

 以上を申し上げまして、議会運営委員会の報告

といたします。 

〇議長（中井寿夫君） 委員長の報告が終わりま

した。 

 ただいま議会運営委員会の委員長から報告あり

ましたとおり、議案１件、諮問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、議案１件、諮問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） 日程第１、議案第４号 余

市町家庭的保育事業等の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４号 余市町家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例案につきまして、その提案理由をご

説明申し上げます。 

 余市町家庭的保育事業等の設備及び運営に関す
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る基準を定める条例につきましては、児童福祉法

に規定される地域型保育事業の設備及び運営に関

する基準を定め、適切な保育の提供を保障するも

のであり、現在余市町に該当する施設等はござい

ませんが、全国的な保育の量の不足から、厚生労

働省令により当分の間保育士の配置要件を弾力化

し、保育士不足による保育の量の低下を補うこと

としていることから、当該省令に従った条例の改

正を行うものでございます。また、建築基準法施

行令の改正により、本条例で規定してございます

特別非常階段の要件につきましても変更となるこ

とから、あわせて改正するものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第４号 余市町家庭的保育事業等の設備及

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。 

 余市町家庭的保育事業等の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28年６月20日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開きください。余市町家庭的保

育事業等の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。 

 余市町家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例（平成27年余市町条例第３号）

の一部を次のように改正する。 

 第28条第７号イの表中「外気に向かって開くこ

とのできる窓若しくは排煙設備（同条第３項第１

号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用

いるものその他有効に排煙することができると認

められるものに限る。）を有する付室」を「付室

（階段室が同条第３項第２号に規定する構造を有

する場合を除き、同号に規定する構造を有するも

のに限る。）」に、「同条第３項第２号、第３号

及び第９号」を「同条第３項第３号、第４号及び

第10号」に改める。 

 これにつきましては、小規模保育事業の設備に

ついて建築基準法施行令の改正に伴い、改正する

ものでございます。 

 第29条第３項及び第31条第３項中「又は看護師」

を「、看護師又は准看護師」に改める。 

 第43条第８号イの表中「外気に向かって開くこ

とのできる窓若しくは排煙設備」（同条第３項第

１号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を

用いるものその他有効に排煙することができると

認められるものに限る。）を有する付室」を「付

室（階段室が同条第３項第２号に規定する構造を

有する場合を除き、同号に規定する構造を有する

ものに限る。）」に、「同条第３項第２号、第３

号及び第９号」を「同条第３項第３号、第４号及

び第10号」に改める。 

 これは、事業所内保育事業の設備について建築

基準法施行令の改正に伴い、改正するものでござ

います。 

 第44条第３項及び第47条第３項中「又は看護師」

を「、看護師又は准看護師」に改める。 

 附則に次の４条を加える。 

 （小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業所内

保育事業所の職員配置に係る特例） 

 第６条 保育の需要に応ずるに足りる保育所、

認定こども園（子ども・子育て支援法第27条第１

項の確認を受けたものに限る。）又は家庭的保育

事業等が不足していることに鑑み、当分の間、第

29条第２項各号又は第44条第２項各号に定める数

の合計数が１となる時は、第29条第２項又は第

44条第２項に規定する保育士の数は１人以上とす

ることができる。ただし、配置される保育士の数

が１人となる時は、当該保育士に加えて、保育士

と同等の知識及び経験を有すると町長が認める者

を置かなければならない。 

 これにつきましては、算出される保育士の数が

１名である場合においても２名の保育士の配置を

求めていたものを追加する１名につきましては保

育士と同等の者の配置を可能とするものでござい
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ます。 

 第７条 前条の事情に鑑み、当分の間、第29条

第２項又は第44条第２項に規定する保育士の数の

算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭

又は養護教諭の普通免許状（教育職員免許法（昭

和24年法律第147号）第４条第２項に規定する普通

免許状をいう。）を有する者を、保育士とみなす

ことができる。 

 第８条 附則第６条の事情に鑑み、当分の間、

１日につき８時間を超えて開所する小規模保育事

業所Ａ型又は保育所型事業所内保育事業所（以下

この条において「小規模保育事業所Ａ型等」とい

う。）において、開所時間を通じて必要となる保

育士の総数が当該小規模保育事業所Ａ型等に係る

利用定員の総数に応じて置かなければならない保

育士の数を超えるときは、第29条第２項又は第

44条第２項に規定する保育士の数の算定について

は、保育士と同等の知識及び経験を有すると町長

が認める者を、開所時間を通じて必要となる保育

士の総数から利用定員の総数に応じて置かなけれ

ばならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲

で、保育士とみなすことができる。 

 こちらにつきましては、８時間以上開所する事

業所において労働時間の関係上、基準保育士数以

上の保育士を置く場合に追加する者につきまして

は、保育士と同等の者の配置を可能とするもので

ございます。 

 第９条 前２条の規定を適用する時は、保育士

（法第18条の18第１項の登録を受けた者をいい、

第29条第３項若しくは第44条第３項又は前２条の

規定により保育士とみなされる者を除く。）を、

保育士の数（前２条の規定の適用がないとした場

合の第29条第２項又は第44条第２項により算定さ

れるものをいう。）の３分の２以上、置かなけれ

ばならない。 

 これにつきましては、附則第７条及び第８条に

従って、保育士資格者以外の者を置く場合におい

ても総数の３分の１までに制限するものでござい

ます。 

 附則 

 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。 

〇14番（大物 翔君） 町内においては該当する

施設はないというお話だったので、ないものを想

定するのはなかなか難しいことなのですけれど

も、あえて伺いますけれども、先ほどいただいた

ご説明の中で、これはあくまで国の法律に基づい

てはいる、そして一時的、暫定的な意味合いが強

いものだというような趣旨の説明をされていたと

思うのですけれども、その点についてはどうお考

えなのかなと。本来であれば認可保育所をつくっ

たりなどして、専門の人が対応するというのが子

供の命を預かるという意味では適切なのかなと思

うのですけれども。 

〇町民福祉課長（上村友成君） 14番、大物議員

のご質問に答弁させていただきます。 

 ご質問の内容といたしましては、余市町におい

て該当する施設はないけれども、改正する目的及

び当分の間という部分は何を指しているのかとい

うご質問だというふうに考えますけれども、まず

改正の理由でございますけれども、本改正につき

ましては、当条例が厚生労働省令に基づいてもと

もとつくっている条例でございます。それに基づ

きまして今回厚生労働省のほうから従う形で改正

の省令が出てございますので、余市町といたしま

してもこの流れに倣いまして改正させていただく
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ものでございます。 

 また、当分の間という部分につきましては、女

性の就業率の上昇等によって現在保育の受け皿の

拡大を急速に進めている状況でございますので、

その急速に進んでいる間を指してございますの

で、ご理解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 余市町家庭的保育事業等

の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。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第２、議案第５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５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の改正内容とい

たしまして、公共下水道事業の全体計画につきま

しては、雨水の排除、生活環境の改善、公共用水

域の水質保全を目的とし、さらには長期的な人口

の増加、減少の見込みや財政収支の見込み等を勘

案するなど、総合的な見地から計画区域等を設定

することとされ、本町におきましては昭和55年度

に全体計画を作成し、その後平成４年度、平成13年

度、平成22年度、平成27年度と４回の計画の変更

を行ってきたところでございます。昨今において

は、経済情勢や少子高齢化等の社会情勢の変化に

対応し、今後の人口減少傾向及び厳しい財政状況

等を視野に入れ、過大な施設投資につながらない

よう国、道より全体計画を見直すよう示されてお

り、これを受け本町におきましても計画目標年度

を平成33年度と想定し、住民基本台帳による実績

からのトレンド推計及び国立社会保障・人口問題

研究所の推計値とも照らし合わせた結果、現在の

計画人口と今後の目標年度における計画人口に乖

離があることから計画人口の見直しを行い、余市

町公共下水道設置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５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28年６月20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３条第２号中「１万7,500人」を「１万6,500人」

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。 

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３、議案第６号 北海道町村議会議員公務災害

補償等組合規約の変更について、日程第４、議案

第７号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変

更について、日程第５、議案第８号 北海道市町

村総合事務組合規約の変更についての以上３件を

一括議題とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、日程第３ないし日程第５を一括議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇総務課長（須貝達哉君） ただいま一括上程と

なりました議案第６号ないし議案第８号までの議

案３件につきまして、その提案理由をご説明申し

上げます。 

 今回ご提案申し上げます規約の変更につきまし

ては、北空知学校給食組合が平成27年11月30日を

もって解散したことに伴うそれぞれの組合規約の

関係規定の整備、加えまして北海道市町村職員退

職手当組合規約につきましては、字句の整理とあ

わせ、別表の表記について市町村等の名称と名称

の間これまで１文字分のスペース、空白としてお

りましたが、この空白を読点に改めるべく、関係

自治体の協議によりまして規約の変更をするもの

でございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明いたします。 

 初めに、議案第６号 北海道町村議会議員公務

災害補償等組合規約の変更について議案を朗読

し、ご説明申し上げます。 

 議案第６号 北海道町村議会議員公務災害補償

等組合規約の変更について。 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第１

項の規定により、北海道町村議会議員公務災害補

償等組合規約を次のとおり変更する。 

 平成28年６月20日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。北海道町村議会

議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規

約。 

 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約

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

 別表第１中「北空知学校給食組合」を削る。 

 附則 

 この規約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第286条第１項の規定による総務大臣の許可の日

から施行する。 

 次に、一括上程されております議案第７号 北

海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第７号 北海道市町村職員退職手当組合規

約の変更について。 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第１

項の規定により、北海道市町村職員退職手当組合

規約を次のとおり変更する。 

 平成28年６月20日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをお開き願います。北海道市町村職員

退職手当組合規約の一部を変更する規約。 

 北海道市町村職員退職手当組合規約（昭和32年

１月23日32地第175号指令許可）の一部を次のよう

に変更する。 

 第１条中「健全化を」を「健全化に」に改める。 

 第３条中「地方公共団体」を「市町村、一部事

務組合及び広域連合」に改める。 

 第５条の表中「市にあっては、通じて１人町村

にあっては、北海道総合振興局及び北海道振興局

の管内」を「市にあっては通じて１人、町村にあ

っては北海道総合振興局及び振興局の設置に関す

る条例（平成20年北海道条例第78号）別表第１の

所管区域に定める地域」に改める。 

 別表を次のように改める。 

 別表 

 組合を組織する市町村、一部事務組合及び広域

連合 

 別表につきましては、先ほどご説明申し上げま

したとおり、これまで市町村名及び一部事務組合

名等の名称と名称の間を１文字分のスペース、空

白としておりましたが、このたびその１文字分の

空白を読点に改めるものでございまして、朗読に

つきましては省略をさせていただきたいと存じま

す。 

 次の次のページでございます。２ページおめく

りいただきたいと存じます。表の下でございます。 

 附則 

 この規約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第286条第１項の規定による総務大臣の許可の日

から施行する。 

 次に、一括上程されております議案第８号 北

海道市町村総合事務組合規約の変更につきまして

議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第８号 北海道市町村総合事務組合規約の

変更について。 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第１

項の規定により、北海道市町村総合事務組合規約

を次のとおり変更する。 

 平成28年６月20日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開きいただきたいと存じます。

北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する

規約。 

 北海道市町村総合事務組合規約（平成７年３月

７日市町村第1973号指令）の一部を次のように変

更する。 

 別表第１空知総合振興局（34）の項中「（34）」

を「（33）」に改め、「、北空知学校給食組合」

を削る。 

 別表第２の９の項中「、北空知学校給食組合」

を削る。 

 附則 

 この規約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第286条第１項の規定による総務大臣の許可の日

から施行する。 

 以上、一括上程されました議案第６号ないし議

案第８号につきまして提案理由をご説明申し上げ

ましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りま

すようお願い申し上げます。 
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 なお、参考資料といたしましてそれぞれ変更規

約の新旧対照表を添付してございますので、ご高

覧をいただきたいと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 一括議題の議案３件についてこれより質疑を行

います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 まず、議案第６号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第６号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号 北海道町村議会議員公務

災害補償等組合規約の変更については、原案のと

おり可決されました。 

 次に、議案第７号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第７号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号 北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更については、原案のとおり可決

されました。 

 次に、議案第８号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第８号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号 北海道市町村総合事務組

合規約の変更については、原案のとおり可決され

ました。 

〇議長（中井寿夫君） 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） 損害賠償請求事件につい

て、平成26年５月31日に道の駅スペース・アップ

ルよいち駐車場内で発生した事故に伴う損害賠償

請求事件につきまして行政報告いたします。 

 本件につきましては、道の駅スペース・アップ
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ルよいち駐車場に駐車していた車両に交流広場に

設置されていたテントが風に飛ばされて衝突した

ことによって、車両内にいた原告らが人的損害を

受けたとして、町内在住の個人及び余市町が賠償

を求められたものでございます。 

 第一審の経過につきましては、平成28年余市町

議会第２回臨時会において行政報告を申し上げま

したとおり、原告らの請求を棄却する旨の判決が

言い渡されたところでございます。しかし、原告

らは、第一審判決に不服があるとして札幌高等裁

判所に控訴し、このたび同裁判所から平成28年７

月28日を第１回口頭弁論期日とする通知があった

ところでございます。町といたしましては、引き

続き専門的知識を有する弁護士に訴訟を委任し、

控訴審に対応いたしたいと考えておりますので、

ご理解をお願いいたします。 

 なお、控訴審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、損害賠償請求事件についての行政報告と

いたします。 

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６、議案第９号 平

成28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。 

〇財政課長（山本金五君） ただいま上程されま

した議案第９号につきまして、その提案理由をご

説明申し上げます。 

 平成28年度余市町一般会計補正予算（第３号）

の内容につきましては、行政報告いたしました損

害賠償請求事件に係る訴訟費用として訴訟弁護士

委託料を予算計上したところでございます。 

 なお、歳入につきましては、総合賠償責任保険

により歳出との均衡を図った次第でございます。 

 なお、今回の訴訟につきましては、年度内に結

審し、事件終了に至らない可能性もあることから、

地方自治法第214条に基づく債務負担行為を設定

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９号 平成28年度余市町一般会計補正予

算（第３号）。 

 平成28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10万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ82億1,129万3,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

 第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債

務負担行為補正」による。 

 平成28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。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目諸費、補

正額10万8,000円、13節委託料10万8,000円につき

ましては、本町の代理人として委任する弁護士へ

の訴訟弁護士委託料の計上でございます。 

 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。

このページの上段でございます。２、歳入、20款

諸収入、５項雑入、１目雑入、補正額10万8,000円、

１節雑入10万8,000円につきましては、歳出でご説

明申し上げました弁護士への訴訟弁護士委託料が

本町が加入してございます総合賠償責任保険の対

象となることから、保険金の計上でございます。 

 次に、債務負担行為につきましてご説明申し上

げますので、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、債務負担行為補正

につきましては、今回の訴訟につきましては年度
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内に結審し、事件終了に至らない可能性があるこ

とから、地方自治法第214条に基づく債務負担行為

の追加補正を行うものでございます。１、追加、

事項、損害賠償請求事件に係る訴訟弁護士委託料、

期間、平成28年度から事件終了年度まで、限度額、

廃止前の札幌弁護士会報酬規定による額を限度と

する。 

 以上、議案第９号の提案理由につきましてご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第９号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第９号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第９号 平成28年度余市町一般会

計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決され

ました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第７、諮問第１号 人

権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

てを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（嶋  保君） ただいま上程されました

諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求

めることについて、提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

 本町の人権擁護委員としてご活躍をいただいて

おります６名の人権擁護委員のうち、門脇静子氏

が平成28年９月30日をもちまして任期満了となる

ところであり、このたび札幌法務局長から候補者

の推薦についてご依頼がありましたので、候補者

のご同意を賜りたく、提案申し上げる次第でござ

います。 

 人権擁護委員につきましては、人権擁護委員法

第６条第３項に、市町村長は法務大臣に対し当該

市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人

格、識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護

について理解のある社会事業家、教育者、報道新

聞の業務に携わる者等及び弁護士会、その他婦人、

労働者、青年等の団体であって、直接、間接に人

権の擁護を目的とし、またはこれを支持する団体

の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞

いて人権擁護委員の候補者を推薦しなければなら

ないとされており、今回議員各位のお手元に配付

してございます余市郡余市町梅川町817番地、松原

千鶴子氏を人権擁護委員としてご推薦申し上げる

次第でございます。 

 それでは、経歴につきましてご説明申し上げま

す。松原千鶴子氏は、平成19年12月から現在に至

るまで民生委員児童委員、平成20年４月から現在

に至るまで余市町共同募金委員会評議委員、平成

23年２月から現在に至るまで余市町共同募金委員

会理事、平成26年４月から現在に至るまで余市町

社会福祉協議会福祉委員及び評議員、平成27年４

月から現在に至るまで行政相談員に就任いたして

ございます。本町といたしましては、人権擁護委

員として松原千鶴子氏が最も適任であると判断
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し、ここにご提案申し上げる次第でございます。 

 なお、任期は、平成28年10月から３年間でござ

います。 

 それでは、議案を朗読いたします。 

 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについて。 

 次の者を人権擁護委員に推薦いたしたいので、

人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の

意見を求める。 

 平成28年６月22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

余市町梅川町817番地。氏名、松原千鶴子。生年月

日、昭和26年11月２日生まれ。 

 以上、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。 

 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、諮問第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。 

 これより諮問第１号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり可と答申することにご異

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、諮問第１号 人権擁護委員の推薦につ

き意見を求めることについては、原案のとおり可

と答申することに決しました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時４５分 

再開 午前１０時５８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、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） 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、そ

の提案理由をご説明申し上げます。 

 繰越明許費として平成27年度から平成28年度に

繰り越された事業は、情報セキュリティ強化対策

事業、地方創生加速化交付金事業、年金生活者等

支援臨時福祉給付金事業、各小中学校非構造部材

耐震改修事業でございます。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

27年度余市町一般会計補正予算第６号、９号並び

に第10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28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27年度余市町一般会計補正予算（第６号・

第９号・第10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28年６月20日提出、余市町長、嶋  保。 
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 次のページをお開き願います。平成27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、情報セ

キュリティ強化対策事業、金額2,000万円、翌年度

繰越額2,000万円、左の財源内訳、未収入特定財源、

国、道支出金660万円、地方債1,340万円。 

 ２款総務費、１項総務管理費、事業名、地方創

生加速化交付金事業、金額3,652万円、翌年度繰越

額3,652万円、左の財源内訳、未収入特定財源、国、

道支出金3,600万円、一般財源52万円。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、事業名、年金生

活者等支援臨時福祉給付金事業、金額１億985万

3,000円、翌年度繰越額１億960万4,000円、左の財

源内訳、未収入特定財源、国、道支出金１億960万

4,000円。 

 10款教育費、２項小学校費、事業名、各小学校

非構造部材耐震改修事業、金額１億3,512万

6,000円、翌年度繰越額１億2,347万3,000円、左の

財源内訳、未収入特定財源、国、道支出金4,262万

6,000円、地方債8,060万円、一般財源24万7,000円。 

 10款教育費、３項中学校費、事業名、各中学校

非構造部材耐震改修事業、金額１億5,792万

3,000円、翌年度繰越額１億5,792万3,000円、左の

財源内訳、未収入特定財源、国、道支出金5,407万

8,000円、地方債１億361万7,000円、一般財源22万

8,000円。 

 合計、金額４億5,942万2,000円、翌年度繰越額

４億4,752万円、左の財源内訳、未収入特定財源、

国、道支出金２億4,890万8,000円、地方債１億

9,761万7,000円、一般財源99万5,000円。 

 以上、報告第１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

た。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第９、報告第２号 株

式会社北後志第一清掃公社の第39期（平成27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39期（平成27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39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

39期（平成27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
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式会社北後志第一清掃公社の第39期（平成27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28年６月20日提出、余市町長、嶋  保。 

 なお、第39期経営状況報告書並びに第40期事業

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、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39期（平成27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10、報告第３号 株

式会社余市振興公社の第25期（平成27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

25期（平成27年度）経営状況の報告につきまして、

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25期（平成27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25期

（平成27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25期（平成27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28年６月20日提出、余市町長、嶋  保。 

 なお、第25期経営状況報告書並びに第26期（平

成28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

明申し上げましたので、よろしくご審議、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） 振興公社の関係について

は、去年の定例会でも質問して、予定損益計算書、

貸借対照表もそうなのだけれども、その計画の策

定に当たっては、努力目標があらわれるようなき

ちんとしたものをつくり上げるのが必要でないか

ということを質問したのです。 

 それで、今回出てきた予定の損益計算書を見れ

ば、営業収支でもう三角でしょう。いわゆる赤字

ということでしょう。こういうような形は、少な

くても前年度に繰り越し利益剰余金、当年度利益
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剰余金が出ているのに、こういう形の計算書が出

てくること自身があり得ないのでないか。どこの

会社でも累積欠損金があって、それをどんどん、

どんどん埋めていくという会社であれば、当年度

三角のことはあり得る。でも、その三角は必ず会

社が改善されるような計画書になっているはず

だ。だから、これでいけば、いろいろな手法でう

ろこが立たなくても済むような格好になるのでな

いか。例えば物販の売り上げだって、ずっと今ま

での計算すれば粗利が30から34ぐらいあるわけで

しょう。30から34あるということは、極端なこと

を言えば450万円あれば150万円のうろこは消せ

る。あと450万円を足して努力目標にするとかとい

うことできるし、それからできないのであれば人

件費を削減して、経営体質を改善してやり直すと

いう、そういう方法もあるでしょう。だから、こ

ういうような手法というのはあり得ないし、それ

でまず聞きたいということはどういうことかとい

えば、こういうような形になったのはまずどうし

てか。 

 それから、去年私が６月に質問したことについ

て、振興公社のこのかかわりについてはよく協議

するということを言っているのです。だけれども、

この形になったら、全然協議していないのでない

か。同じような形で出てくるということはあり得

ないです。純利益が出ている会社が次の年突然に

してうろこになるなんて、そんな会社なんかどこ

にもないでしょう。 

 三セクの問題については、地方自治体が深くか

かわってやりなさいということの総務大臣からの

指示もあるでしょう。だから、23期の予定の決算

書並びにその前も赤の形になっているから、そう

いう赤の形になっている会社であれば、今後いろ

いろ問題が起きてくることがはっきりしているで

しょう。並行在来線の問題もある。駅がどうなる

かもわからないような状態にある、努力はしてい

るのだけれども。だけれども、努力しますと言わ

れても、この数字の中にあらわれてこないでしょ

う。それで、例えば駅がなくなって、振興公社自

身が三角になって、行政、いわゆる地方公共団体

がそこに損金を埋めるなんていったら、それこそ

住民監査請求出されるでしょう。努力している跡

なんか何もないものだ。そこに勤務している人方

とか会社の役員さん方も、三セクでやっているの

だから、赤字出ればそれは行政が負担すればいい

のだなんて簡単に考えているかもしれないけれど

も。だから、こういう形のものは絶対あることで

はないというの。だけれども、あることでないこ

とが起きるのだ。売り上げ目標何で450万円高くし

ないの。それができなかったら、どうして450万円

人件費減らさないの。人件費450万円減らしたくな

いのであれば、売り上げと人件費ともう少し精査

して直せばいいのでない。600万円給料もらってい

る人いるのであれば、100万円削ってもらえばいい

のでないの。そうすれば、あと50万円でいいのだ。

50万円なら売り上げで50万円ふやせば、それでも

う三角にはならないわけでしょう。だから、どう

いう協議をしたのか、まず１点目そこをお聞きし

ます。 

〇商工観光課長（干場隆利君） ２番、吉田議員

のご質問にご答弁したいと思います。 

 振興公社でどのような協議をしてきたかという

ことでございますが、昨年この振興公社の経営状

況報告におきまして計画目標の設定のあり方につ

きましてご指摘をいただいていたところでござい

ます。担当課といたしましては、ご指摘をいただ

いた内容を踏まえて振興公社と、振興公社のほう

で指定管理業務もやっていただいておりますの

で、それら運営会議の際に振興公社が行う事業全

体につきましても話し合いをしてきている経過で

ございます。しかし、営業計画につきまして内容、

目標数値等の具体的な協議について結果として不

十分であったというふうに考えてございまして、

その点につきましては深く反省しているところで
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ございます。今後におきましても町として引き続

き振興公社とは十分協議を重ねてまいりたいと考

えているところでございます。 

〇２番（吉田 豊君） おかしいのでないのか。

筆頭株主が余市町だ。総務省の形の中では、行政

がきちんとかじ取りすれということだ。今の答弁

なら全部振興公社がつくっているから、言うこと

だけは言ったのだということでしょう。そしたら、

どういうことを具体的に言ったのか。どういうこ

とを話したの。絶対あり得ないこと起こっている

から言っているのです。ことしの決算のまず損失

は発生していないから、それはそれでいいのだろ

うけれども、町がそしたら具体的にどのようなか

かわりをしたのか、まず１点それを聞くから。町

が振興公社に対して具体的にどのようなかかわり

をしたのか。 

 今回の出された決算はどういうふうに評価して

いるの。地方公共団体は、出された決算に対して

きちんと評価すれということになっているのだ。

資産から何からきちんと評価しなさいということ

になっている。振興公社の社長、いわゆる経営者、

経営者は基本的に経営悪化になる状況に陥ったと

き、あるいは会社を解散とか倒産とかいろいろな

ことがあるのだけれども、そのときには民事含め

て刑事事件までなる可能性が高いのだ。企業努力

のものが見えてこないから、いわゆる計画そのも

のがずさんだということでしょう。努力目標がず

さんだということでしょう。三角、うろこ立てな

くても、経費の節減図ればその計画がうろこを解

消することできる、そういう形がとれることに対

してもとっていないということは行政、地方公共

団体がそこに金を投入すれば住民監査請求起きる

し、住民監査請求が起きても、なおかつ行政がそ

こに金なんか簡単に入れられるわけでもないでし

ょう。そうすれば、そこも当然責任者、社長が責

任問われるでしょう。その責任は、民事であろう

が、刑事でも問われるでしょう。全国の中にも何

ぼでもあるでしょう。だから、三セクの運営とい

うのは非常に気をつけなければだめなのだ。だか

ら、１問目の答弁のような、そんな答弁なんかだ

ったら、それはどうにもならない話だ。だから、

議会に対して説明責任があるわけだから。その説

明責任は、この決算書と予定の損益計算書、貸借

対照表を見て理解していただきたいと出している

わけでしょう、地方自治体。地方自治体の長は、

そういうふうにするわけだから。そういう約束事

だから。議員は、これを見て、町民に対してきち

んとその内容を説明していくということでしょ

う。エルラプラザどうなっているのとかと聞かれ

たら、振興公社どうなっているのと言われたら、

それを議員が説明するわけでしょう。そのために

この書類があるわけでしょう。それが納得のでき

ないような書類ならどうもならぬでしょう。その

辺もお聞きします。 

 今これから三角にどんどん、どんどんなってい

ったら、行政はこれから先も資金を調達して入れ

ていくのか。今の形だったら、金は三角になった

ら、資金の調達方法は公的年金も入れればいいと

いうあれでしょう。営業外の収入が少しあるから、

何とかそれでつじつま合わせてと、そういうよう

な格好は全然問題外でしょう。 

 それと、もう一つは、このままの形で推移した

ら、損失補填の考え方はどういうふうになるの。

うろこで三角立っているのだから、計画がうろこ

で三角立っているということはどういうことかと

いうと、150万円の三角は繰り越し利益剰余金も潰

してしまうということだから、年を追うごとに三

角になるのだから、そうすれば損失補填はどうす

るの。今現在もそうでしょう。23期も実際問題そ

うだったでしょう。それは何かといえば、高い目

標を定めて三角になったのならいい。最初から三

角だもの、会社。三角の会社に対して従業員とか

そういう人一生懸命努力するか。うちの会社損し

てもいいのだ、役場で金出してくれるからいいの
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だと、そんなものでしょう。だから、公的支援を

どうするの。そういうことなのだ、この予定は。 

 それで、並行在来線の問題でさきに言ったけれ

ども、もしあそこで駅がそういうような存続でき

ないようなことになったら、そういうことまで全

部考えなければだめでしょう。そうすれば当然業

務縮小になるでしょう。そういうことの結論だっ

てそんなに先でないのだから。そしたら、そうい

うものに対して行政は短期貸し付けするの、長期

貸し付けするの、それとも増資するの、何するの。

何で乗り切ろうとしているの。だから、こういう

形の計画はあり得ないと言っているのだ。こうい

う形の計画を出してくれば、こういう質問になる

のだから、三角なのだから。出資者、いわゆる出

資も出捐金も同じだけれども、決算報告書にちゃ

んと株のことも書いているのだもの。そういう形

になるので、だけれども行政は、地方公共団体は

金を出すためには、その金を都合するためには広

域性と公共性がなければ金は出さないのだから。

物販の売ったり、買ったりするものが原因で三角

になっても、簡単には金出されないのだから。そ

れは、金出せるその方法というのはふだんからの

努力の仕方なのだ。一生懸命頑張って目標を立て

てやって、それをクリアするもある。それから、

クリアできない場合もある。でも、町民から見て

確かに一生懸命やっている会社だというものが出

てこなかったら、全然意味のない公社になってし

まうのではないの。 

 時間があれなので、今の分だけまず答弁お願い

します。 

〇議長（中井寿夫君） 答弁調整のため暫時休憩

します。 

休憩 午前１１時３０分 

再開 午後 １時４４分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 ２番、吉田議員の質疑に対する答弁を求めます。 

〇町長（嶋  保君） ２番、吉田議員に対する

ご質問に答弁申し上げます。 

 まずもって長時間にわたり答弁調整のためお時

間をいただき、ありがとうございました。申しわ

けございませんでした。 

 昨年定例会でこの経営状況報告において議員か

らご指摘があったにもかかわらず、その後具体的

な取り組みができなかったことにつきまして大変

重く受けとめているところでございまして、今後

はしっかりと私どもも対応し、また指導もしてい

きたいと、このように考えているところでござい

ます。町が出資している第三セクターであること、

さらには筆頭株主としてもっともっと深く関与す

べきであったということは、当然私どももそのよ

うに考えているところでございます。振興公社の

経営につきましては、当然これは経営陣が責任を

持って行われるべきであるというふうに考えてご

ざいますが、一方第三セクターという性質に鑑み、

行政についても当然厳しい責任が問われるという

ふうに考えてございます。仮に将来的に経営状況

が悪化した場合公的支援等を行うことは、行政と

してそれまでの対応を含め厳しく問われるものと

いうふうに考えてございますので、漫然と指導、

さらには支援等を行うということにはならないと

いうふうに考えてございます。いずれにいたしま

しても、今後においては今回議員から、前回もそ

うでございますが、議員からご指摘をいただいた

ことをしっかりと踏まえて、適正な関与をしたい

というふうに考えてございますので、よろしくご

理解のほどをお願い申し上げるところでございま

す。 

〇８番（吉田浩一君） 参考までにお尋ねしたい

のですけれども、この決算書を出すとき大体株主

総会なり、何らかの形の総会が開かれると思うの

ですけれども、まず総会の日時というのはいつ開

かれたのでしょうか。その総会には町側から誰が
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出席したのか。今吉田豊議員は、営業利益が赤だ

というふうになっていたのだけれども、この営業

利益の赤ということは、その原因というのは何ら

かの形で質問なりなんなりしているのですか、担

当課として。なぜこうなのかとかとその理由とか

は聞いたのでしょうか。 

 以上、その３点お伺いします。 

〇商工観光課長（干場隆利君） ８番、吉田議員

のご質問にご答弁申し上げたいと思います。 

 まず、１つ、今期の株主総会でございますが、

５月30日に行われてございます。当日は、町長が

出席してございます。 

 それから、26期の営業計画がマイナスという部

分につきましては、公社側から提出を受けた際に

確認をしてございますが、この計画策定に当たっ

ては過去の経営環境を参考にしながら数値目標を

設定するという、そういった基本に立って今回も

このような内容の計画になったということ、ある

いは経費等の増大も相まってこのような目標設定

になったという説明は受けたところでございま

す。 

〇８番（吉田浩一君） 先ほど町長が答弁したの

で、それはそれとして了解はしますけれども、過

去において、ここの番外におられる方はもうほと

んどいないのでしょうけれども、たしか大谷町長

時代にもこういうような決算と翌年度の予算の関

係で質疑が集中して、それで決算自体が不承認に

なったという、宇宙記念館の話でそういうことが

あったはずです。もう退職されましたけれども、

退職された柳田部長が環境対策課長のときに、こ

れ私が質問していますから、あの方は当時第一公

社の監査役で、現金数えたのかと言ったら、数え

ていませんと、そういう答弁で、私はそれに反対

したという経過があります。やはりその辺含めて、

ちょっといかがかなということを改めて認識して

いただきたいなと思います。答弁は特に求めませ

ん。 

〇14番（大物 翔君） 私のほうからは、15ペー

ジの26期の予定損益計算書、計画段階では営業利

益150万円の赤字と見込んでいるということなの

ですけれども、伺いたいのはいつまでこの赤字が

続くのか。いつまでに黒字化を果たしたいと今時

点で考えているのか。そして、それはどうやって

改善するのか。できなかった場合はどうするのか。

総会に出席されたと伺っておりますので、恐らく

株主としてそういったことは報告を受けるなり、

質問するなりされているのかなと推察いたします

けれども、その点はどうなっているでしょうか。 

〇商工観光課長（干場隆利君） 14番、大物議員

からのご質問にご答弁申し上げたいと思います。 

 資料15ページの予定損益の営業利益のマイナス

部分が今後どうなっていくかということでござい

ます。これにつきましては、営業計画マイナスと

いうことでございますが、先ほど来からご指摘あ

りましたように、こういった予定損益の考え方を

含めてどのように経営を安定化させていくかとい

う部分につきましては、振興公社側と協議をした

中で適正な計画になるような形で関与、指導を強

めていった中で、こういった予定損益計算書にな

らないような、そんな経営に努めていただくとい

うような考えでございますので、ご理解をいただ

きたいと思います。 

〇14番（大物 翔君） 私が申し上げたいのは、

確かに現状はそうなのだということは承知してい

るのですけれども、結局計画段階で赤になるとい

うのがわかってしまったら、それはそれでという

部分はあるのかもしれませんけれども、ただ一方

で14ページのその他の項目のところで、長期的な

視野で再検討しながら、今後の運営方針の再構築

を図るというふうにしっかり明記されているわけ

ではないですか。そうなった場合、計画時点でこ

うなりそうだというのがわかったら、ではそれを

どうやっていつまでにクリアするかというのは必

ず考えられていなければおかしいはずなのです。
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１年間やってみて終わってみたら、では来年の計

画立てて、来年はこうなるなと。それはそれだと

いうふうにもしされていたら、後々とんでもない

ことになっていくおそれがあると。その辺は改め

てしっかり詰めていただきたいなと思うのですけ

れども、その辺はしっかり抜かりなくお願いいた

します。 

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、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25期（平成27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11、報告第４号 株

式会社まほろば宅地管理公社の第５期（平成27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（亀尾次雄君） 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５期（平成27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５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５期（平成27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５期（平成27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28年６月20日提出、余市町長、嶋  保。 

 なお、第５期経営状況報告書並びに第６期経営

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。 

〇２番（吉田 豊君） まず最初に、部長も課長

も異動でかわったばかりだから、最後の最後まで

詰めませんけれども、後でよく精査しておいても

らえればいいと思っております。 

 余市町の予算は、ここの部分については平成

26年度においてはまちづくりのための推進にかか

わる業務の委託、いわゆる管理法人では受託業務

という取り扱いで営業収益、これが1,600万円。そ

れから、保留地管理法人の安定化補助金、これが

営業外収益で1,849万円、27年度は1,500万円、安

定化の金が1,335万円、それから28年度は1,470万

円、安定化のお金が1,387万6,000円と、こういう

ふうになっている。端数は別にして、およそそう

いう額になっている。 

 それで、第６期の予定損益計算書というのあり
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ます、10ページ。そこに受託料とあります、上か

ら３番目。1,447万2,000円。これは、余市町でい

えば予算のまちづくりの推進のための金額。そし

て、この1,447万2,000円の内訳が11ページの最後

のほうの雑費の上の販売促進費1,136万5,200円と

業務委託料の295万6,800円、これを合わせるとち

ょうど一千四百何ぼになる。だから、逆に言うと

この６期の予定損益の計算書のつくり方は、正し

いつくり方だということは理解できる、まず。そ

れは理解できるから、ここの部分については問題

がないと、そういうこと。 

 それで、今度は４ページの町からの委託業務の

およその金が1,500万円出しているのだけれども、

５ページの販売促進費と、それから委託料、販売

促進費が1,154万7,600円、業務委託料が190万

8,360円、これを足すと1,345万5,960円と、こうい

う数字になる。そうすると、例えば1,500万円から

引けば154万4,040円が本来の業務に充てられてい

ないのでないかというふうにこの決算書から見れ

ば資料がないからわからない。それで、基本的に

この金額の一部が土地を売った売却損が519万

3,200円発生しているから、そちらのほうに流れた

り、あるいは本来固定的な職員の人件費等に充て

たりすることがあってはならない。あってはなら

ないというのはどういう意味かというと、安定化

資金を支出しているわけだから、もし足りなけれ

ばこういう人件費とか損金に対しては安定化資金

で処理するということだ。だから、営業外収益が

ふえたり、減ったりすることはあっても、基本的

に委託している業務と同じだから、金額的にはそ

こに整合性がなければならない。この決算書自身

を見ると、どうも150万円近いお金がどこに行って

いるのかわからない。どこかに行っているのだろ

うけれども、このあらわし方そのもの、内訳がは

っきりわからないものだから、そういうふうには

使っていないとは思うのだけれども、これだけの

形の中ではそういうふうになる。だから、150万円

は必ず整合性がないから、きょうここの場でそれ

をどうすれとかこうすれとは言わないから、そう

いうことのないようにきちんとふだんから意を用

いてまほろばの関係について話しするなり、会議

を持つなり、伝えるなりしていただきたいと思っ

ているのです。それで、ことしはこれでいいのだ

けれども、来年もしこのような形で決算書が出て

きたら完全精査をお願いするような形になるの

で、その辺業務の執行に対してはきちんとされる

よう指導も含めて行っていただきたいと、そうい

うふうに思います。 

〇建設水道部長（久保 宏君） ２番、吉田議員

からのまほろば宅地管理公社の平成27年度の状況

についてのご質問にご答弁申し上げたいと存じま

す。 

 ご指摘のとおり、27年度の損益計算書の中で町

からのまちづくり推進業務委託料ということで、

町からの委託料につきましては1,490万4,000円と

いう額が管理公社のほうに支出されてございま

す。管理公社につきましては、それを受けまして、

一義的には保留地の販売促進のために設置された

会社なのですけれども、保留地に限らず換地も含

めたまほろばの郷地区の宅地の販売促進業務一般

を行ってございます。それで、具体的には宅地の

販売のためのＰＲ活動ですとか、あるいは環境整

備ということで草刈り業務ということを主な業務

として請け負っているところでございます。27年

度の決算書につきましては、ご指摘のとおり、販

売促進費ということで事業協力金ということでお

支払いしている部分除きますと、おおむね草刈り

業務ですとか販売のＰＲ活動のために使っている

お金なのですけれども、その一部が一応事務費と

いうことで若干人件費がまざっている部分が実は

ございます。それで、この件に関しましては、ご

指摘のとおり、統一的な見解を持ちまして、これ

については一方で安定化の補助金ということで町

からもお金をいただいているということもござい
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ますので、そちらのほうで基本的な人件費は見る

ということの考え方を統一させていただいて、

28年度の決算に向けてはそういったことで意を用

いた対応をさせていただきたいと考えてございま

すので、ご理解を賜りたいと存じます。 

〇８番（吉田浩一君） ちょっと教えていただき

たいのですけれども、決算上において民間のほう

が42株210万円持っているのですけれども、北海信

金はこのうち持っていましたか。 

 監査役のこの高橋さんという方は、どこから来

ているのでしょうか。信金が株を持っているとい

うのであれば、信金から出ているのかなと思った

のですけれども、その辺わかったら教えていただ

きたいと思います。 

〇まちづくり計画課長（亀尾次雄君） ８番、吉

田議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 まず、信金ですけれども、株主でございます。

それと、この高橋さんは、信金から出ていただい

て監査役をやっていただいてございます。 

〇８番（吉田浩一君） これは先の話なのですけ

れども、信金さんも合併した後どういうふうにな

るのだかよくわからないし、その場合株を引き揚

げるというふうに言われた場合どうするのか。監

査役ということでは、株を持っているので、監査

役ということで出てきてもらっているのでないの

かなというふうに想像するのだけれども、そうい

うふうになってくればまたここも組織が変わった

りすれば当然変わるということですよね。今回

27年の決算上では取締役が柳田さんと滝上さんと

いうふうになっているけれども、これだって恐ら

くもう定款上変えているのですよね。恐らく久保

部長と亀尾課長が取締役に名前を連ねているので

ないかなと思うのだけれども、その点含めて将来

的な見込みでどういうふうに考えておられるの

か。特に信金が合併した後についてどういうふう

に考えているのか、その辺の考え方だけ聞かせて

ください。 

〇まちづくり計画課長（亀尾次雄君） ８番、吉

田議員の再度のご質問にお答えしたいと思いま

す。 

 信金が合併した後に、その後まほろばのこの関

係どうなるかということでございます。これにつ

きましては、まだ具体的に信金さんのほうからも

こういう細かいお話というのは出ておりませんの

で、そういうお話がある程度出た段階で協議して

まいりたいというふうに考えてございますので、

よろしくご理解のほどお願いしたいと思います。 

 役員につきましては、久保部長と亀尾が取締役

に６月１日に就任してございます。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、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

理公社の第５期（平成27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） 次に、さきに議会運営委
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員会の委員長から報告がありましたように、日程

第12、意見案第１号 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13、意見案

第２号 スクールカウンセラー・スクールソーシ

ャルワーカーの配置拡充を求める要望意見書、日

程第14、意見案第３号 骨髄移植ドナーに対する

支援の充実に関する要望意見書、日程第15、意見

案第４号 次期介護保険制度改正における福祉用

具、住宅改修の見直しに関する要望意見書、日程

第16、意見案第５号 地方財政の充実・強化を求

める要望意見書の以上５件を一括議題とすること

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、日程第12ないし日程第16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５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 スクールカウンセラー

・スクールソーシャルワーカーの配置拡充を求め

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 骨髄移植ドナーに対す

る支援の充実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 次期介護保険制度改正

における福祉用具、住宅改修の見直しに関する要

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 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。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第17、意見案第６号 

 「要介護１・２」の「保険外し」を中止し、安

心・安全の介護保障の実現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） 
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 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。 

 これより意見案第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６号 「要介護１・２」の「保

険外し」を中止し、安心・安全の介護保障の実現

を求める要望意見書は、原案のとおり可決されま

した。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第18、意見案第７号 

 電力自由化のさらなる改善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７号については委員会の付託

を省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより意見案第７号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、意見案第７号 電力自由化のさらなる

改善を求める要望意見書は、原案のとおり可決さ

れました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第19、意見案第８号 

 待機児童解消に向けて緊急的な対応を求める要

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） 
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 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第８号については委員会の付託

を省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより意見案第８号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、意見案第８号 待機児童解消に向けて

緊急的な対応を求める要望意見書は、原案のとお

り可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第20、意見案第９号 

 平成28年度北海道最低賃金改正等に関する要望

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。 

 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 平成28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。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第21、意見案第10号 

 ＴＰＰ協定の国会批准をしないことを求める要

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） 
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 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 ＴＰＰ協定の国会批准

をしないこと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22、意見案第11号 

 無料低額診療事業の保険薬局への拡充を求める

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 無料低額診療事業の保

険薬局へ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23、意見案第12号 

 安保法制（戦争法）の廃止、南スーダンへの自

衛隊派遣の中止、撤収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） 
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 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 安保法制（戦争法）の

廃止、南スーダンへの自衛隊派遣の中止、撤収を

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24、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25、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28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３０分 
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