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平成２８年余市町議会第１回定例会会議録（第１号）

開 会  午前１０時００分 

延 会  午後 １時４５分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２８年３月７日（月曜日）       

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開 会             

  平成２８年３月７日（月曜日）午前１０時 

〇出 席 議 員  （１８名）       

  余市町議会議長  ６番 中 井 寿 夫 

  余市町議会副議長 １１番 白 川 栄美子 

  余市町議会議員  １番 野 呂 栄 二 

      〃      ２番 吉 田   豊 

      〃      ３番  井   潤 

      〃      ４番 岸 本 好 且 

      〃      ５番 土 屋 美奈子 

      〃      ７番 近 藤 徹 哉 

      〃      ８番 吉 田 浩 一 

      〃       ９番 佐 藤 一 夫 

      〃     １０番 野 崎 奎 一 

      〃     １２番 庄   巖 龍 

      〃     １３番 安 久 莊一郎 

      〃     １４番 大 物   翔 

      〃     １５番 中 谷 栄 利 

      〃     １６番 藤 野 博 三 

      〃     １７番 茅 根 英 昭 

      〃     １８番 溝 口 賢 誇 

〇欠 席 議 員  （０名）        

 〇出 席 者             

  余 市 町 長  嶋     保 

    副    町    長  鍋 谷 慎 二 

    総  務  部  長  前 坂 伸 也 

  総 務 課 長  須 貝 達 哉 

  企 画 政 策 課 長  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 

  書         記  阿 部 航 大 

〇議 事 日 程            

  第 １ 会議録署名議員の指名       

  第 ２ 会期の決定            

      議長の諸般報告          

      行政報告             

  第 ３ 平成２７年余市町議会第４回定例会 

      付託 議案第 ７号 余市町特定教 

      育・保育施設及び特定地域型保育事 

      業の利用者負担に関する条例案（民 

      生環境常任委員会審査結果報告）  

  第 ４ 報告第 １号 専決処分事項の承認 

      を求めることについて       

      （余市町税条例等の一部を改正する 

      条例の一部を改正する条例）    

  第 ５ 報告第 ２号 専決処分事項の承認 

      を求めることについて       

      （余市町国民健康保険税条例の一部 

      を改正する条例の一部を改正する条 

      例）               

  第 ６ 報告第 ３号 専決処分事項の承認 

      を求めることについて       

      （余市町介護保険条例の一部を改正 

      する条例の一部を改正する条例）  

  第 ７ 議案第 ７号 平成２７年度余市町 

      一般会計補正予算（第９号）    

  第 ８ 議案第 ８号 平成２７年度余市町 

      国民健康保険特別会計補正予算（第 

      ３号）              

  第 ９ 議案第 ９号 平成２７年度余市町 

      後期高齢者医療特別会計補正予算 

      （第２号）            

  第１０ 議案第１０号 平成２７年度余市町 

      公共下水道特別会計補正予算（第３ 

      号）               

  第１１ 議案第１１号 平成２７年度余市町 

      水道事業会計補正予算（第３号）  

  第１２ 議案第１２号 余市町職員給与条例 

      の一部を改正する条例案      

  第１３ 議案第１３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１４ 議案第１４号 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 

      に関する条例及び余市町教育長の給 

      与及び勤務時間等に関する条例の一 

      部を改正する条例案        

開 会 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１回定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は16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、近藤議員は所用のため若干遅刻、野崎議

員は所用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。 

 今期定例会に提出されました案件は、委員会審

査結果報告１件、議案26件、報告３件、他に一般

質問と議長の諸般報告及び行政報告並びに平成

28年度町政執行方針と教育行政執行方針です。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第119条の規定によ

り、議席番号17番、茅根議員、議席番号18番、溝
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口議員、議席番号１番、野呂議員、以上のとおり

指名いたします。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 この際、議会運営委員会の委員長からの報告を

求めます。 

〇18番（溝口賢誇君） 平成28年余市町議会第１

回定例会開催に当たり、３月４日午前10時より委

員会室におきまして議会運営委員会が開催された

ので、その審議経過並びに結果につきまして私か

らご報告申し上げます。 

 委員７名の出席のもと、さらに説明員として鍋

谷副町長、前坂総務部長、須貝総務課長の出席が

ありましたことをご報告申し上げます。 

 今期定例会に提出されました案件は、委員会審

査結果報告１件、議案26件、報告３件、一般質問

は６名により７件、平成28年度町政執行方針並び

に教育行政執行方針、他に議長の諸般報告と行政

報告でございます。 

 会期につきましては、本日より３月25日までの

19日間と決定いたしましたことをご報告申し上げ

ます。 

 なお、日程の割り振りにつきましては、議員各

位のお手元に日程表が配付されておりますので、

省略させていただきます。 

 さらに、内容につきましてご報告申し上げます。 

 平成27年余市町議会第４回定例会付託にかかわ

る日程第３、議案第７号 余市町特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関す

る条例案につきましては、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４、報告第１号 専決処分事項の承認を

求めることについて（余市町税条例等の一部を改

正する条例の一部を改正する条例）につきまして

は、即決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第５、報告第２号 専決処分事項の承認を

求めることについて（余市町国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の一部を改正する条例）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６、報告第３号 専決処分事項の承認を

求めることについて（余市町介護保険条例の一部

を改正する条例の一部を改正する条例）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、議案第７号 平成27年度余市町一般

会計補正予算（第９号）につきましては、即決に

てご審議いただくことに決しました。 

 日程第８、議案第８号 平成27年度余市町国民

健康保険特別会計補正予算（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９、議案第９号 平成27年度余市町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につきま

しては、即決にてご審議いただくことに決しまし

た。 

 日程第10、議案第10号 平成27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11、議案第11号 平成27年度余市町水道

事業会計補正予算（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12、議案第12号 余市町職員給与条例の

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13、議案第13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、日程第14、議案第14号 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

る条例及び余市町教育長の給与及び勤務時間等に

関する条例の一部を改正する条例案の以上２件に

つきましては、それぞれ関連がありますので、一

括上程の上、即決にてご審議いただくことに決し



－10－ 

ました。 

 日程第15、議案第15号 余市町行政不服審査条

例案、日程第16、議案第16号 行政不服審査法の

施行に伴う関係条例の整備に関する条例案の以上

２件につきましては、それぞれ関連がありますの

で、一括上程の上、即決にてご審議いただくこと

に決しました。 

 日程第17、議案第17号 余市町職員の勤務時間

及び休日休暇に関する条例の一部を改正する条例

案、日程第18、議案第18号 余市町職員の旅費及

びその支給方法に関する条例の一部を改正する条

例案、日程第19、議案第19号 余市町人事行政の

運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正す

る条例案の以上３件につきましては、それぞれ関

連がありますので、一括上程の上、即決にてご審

議いただくことに決しました。 

 日程第20、議案第23号 指定管理者の指定につ

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21、議案第24号 指定管理者の指定につ

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22、議案第25号 指定管理者の指定につ

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23、議案第26号 指定管理者の指定につ

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24、一般質問は、６名による７件です。 

 日程第25、議案第１号 平成28年度余市町一般

会計予算、日程第26、議案第２号 平成28年度余

市町介護保険特別会計予算、日程第27、議案第３

号 平成28年度余市町国民健康保険特別会計予

算、日程第28、議案第４号 平成28年度余市町後

期高齢者医療特別会計予算、日程第29、議案第５

号 平成28年度余市町公共下水道特別会計予算、

日程第30、議案第６号 平成28年度余市町水道事

業会計予算の以上６件につきましては、それぞれ

関連がございますので、一括上程の上、議長を除

く議員17名で構成する平成28年度余市町各会計予

算特別委員会を設置し、付託することに決しまし

た。 

 日程第31、議案第20号 証人等の費用弁償に関

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32、議案第21号 余市町手数料徴収条例

の一部を改正する条例案につきましては、即決に

てご審議いただくことに決しました。 

 日程第33、議案第22号 余市町過疎地域自立促

進市町村計画の策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。 

 なお、追加案件もあると伺っておりますので、

それらの案件が提出されました時点で議会運営委

員会を開催し、その結果をご報告申し上げます。 

 以上を申し上げまして、議会運営委員会の報告

といたします。 

〇議長（中井寿夫君） ただいま委員長から報告

のとおり、今期定例会の会期は本日から25日まで

の19日間といたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、今期定例会の会期は本日から25日まで

の19日間と決定いたしました。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、お手

元にご通知いたしました案のとおりでありますの

で、ご了承願います。 

 なお、今期定例会は、地方自治法第121条第１項

の規定により説明員として通知のありました者は

お手元に配付のとおりでありますので、ご了承願

います。 

 次に、傍聴人の定員について申し上げます。 

 傍聴規則第３条の規定により、傍聴人は報道関

係者と他に一般傍聴者38名となっておりますこと



－11－ 

をご報告申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、諸般の報告をいた

します。 

 地方自治法第235条の２第３項の規定によりま

す例月出納検査の結果報告が監査委員からありま

したので、その写しを配付しておりますので、ご

了承願います。 

 次に、去る２月24日、札幌市において開催され

ました後志町村議会議長会定期総会について報告

いたします。総会では、平成28年度の事業計画及

び歳入歳出予算、負担金賦課徴収方法等がそれぞ

れ承認決定されておりますことをご報告申し上げ

ます。なお、詳細につきましては、関係書類を事

務局に保管してありますので、必要な場合ごらん

いただきたいと思います。 

 以上で諸般報告を終わります。 

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） １、損害賠償請求上告受

理申し立て事件について、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

求上告受理申し立て事件につきまして最高裁判所

において決定を受けましたので、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

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、町といたしても弁護士に訴訟委任

し、対応いたしたものでございます。 

 控訴審では、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、平成27年２月18日の判決で控訴

人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てい

たものであります。 

 この上告提起及び上告受理申し立ては、上告人

兼申立人が裁判所へ上告及び上告受理申し立て理

由書の提出を必要としており、上告受理申し立て

理由書については平成27年４月30日付で提出され

ましたが、上告提起につきましては取り下げられ

ておりました。これにより平成27年６月11日付で

記録到着通知書の送付があり、最高裁判所へ事件

記録が届けられたため、この事件記録に基づき上

告受理申し立てに対する審理がされたところ、本

件申し立ての理由によれば本件は民訴法318条１

項により受理すべきものとは認められないとの理

由から裁判官全員一致の意見で本件を上告審とし

て受理しない。申し立て費用は、申立人らの負担

とする旨の主文が平成28年２月２日に決定された

ものであります。これにより札幌地方裁判所小樽

支部の判決を相当とした平成27年２月18日に言い

渡された札幌高等裁判所の判決が確定したもので

あります。 

 以上、損害賠償請求上告受理申し立て事件につ



－12－ 

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。 

 ２、平成27年国勢調査について、平成27年国勢

調査について行政報告を申し上げます。 

 国勢調査は、我が国の人口及び世帯の状況を中

心とした実態等を把握し、国民生活に密接にかか

わる各種行政施策の立案とその遂行に必要な基礎

資料を得るため、統計法に基づき５年ごとに行わ

れる統計調査であり、大正９年に第１回調査が行

われて以来今回で20回目となっており、世帯員の

数、現在の住居における居住期間など17項目につ

いて調査を実施しました。国勢調査の実施に当た

り、余市町においては昨年７月27日に平成27年国

勢調査余市町実施本部を設置し、183区の調査区域

を設定するとともに、総務大臣から任命された

124人の国勢調査員が調査事務を行ったところで

ございます。調査につきましては、所定の期間内

に終了し、調査要綱に基づく集計を行った後、結

果を北海道に報告し、12月30日をもって実施本部

を解散いたしました。 

 このたびの行政報告につきましては、北海道総

合政策部情報統計局統計課から公表のありました

人口と世帯数の速報値をご報告申し上げるもので

ございます。なお、報告いたします数値につきま

しては概数であり、今後総務省統計局から公表さ

れる数値とは異なる場合がありますことをご了承

願いたいと存じます。 

 調査による10月１日現在の本町の総人口は１万

9,631人であります。平成22年の前回調査における

総人口２万1,258人と比較して1,627人の減であ

り、減少率は7.7％であります。また、世帯数につ

きましては8,711世帯で、前回調査と比較して

340世帯の減であり、減少率は3.8％であります。

また、人口及び世帯数以外の結果の公表につきま

しては、人口等基本集計として人口、世帯、住居

に関する結果及び外国人、高齢者世帯等に関する

結果が本年10月、さらに就業状態等基本集計とし

て人口の労働力状態、夫婦、子供のいる世帯等の

産業、職業大分類別構成等に関する結果が平成

29年４月、世帯構造等基本集計として母子、父子

世帯、親子の同居等世帯の状況に関する結果が平

成29年９月にそれぞれ総務省統計局から公表され

る予定であります。 

 以上が調査の概要でございますが、今回の国勢

調査に当たりましては、町民各位のご理解とご協

力によりまして調査が順調に行われ、所期の目的

が達成されましたことに対しまして心より感謝と

お礼を申し上げます。 

 平成27年国勢調査についての行政報告といたし

ます。なお、参考資料として地区別世帯数及び人

口一覧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） 次に、平成27年余市町議

会第４回定例会付託にかかわる日程第３、議案７

号 余市町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の利用者負担に関する条例案を議題といた

します。 

 この際、民生環境常任委員会委員長から審査結

果の報告を求めます。 

〇８番（吉田浩一君） ただいま上程されました

平成27年余市町議会第４回定例会において民生環

境常任委員会に付託されました議案第７号 余市

町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

利用者負担に関する条例案につきまして、その審

査の経過と結果につきましてご報告申し上げま

す。 

 当該委員会の開催年月日、出席委員、説明員等

につきましては、お手元に報告書が配付されてお

りますので、報告を省略させていただきます。 

 このたびの提案は、子供一人一人が健やかに成
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長することができる社会の実現を目指して、平成

24年８月に子ども・子育て支援法が成立、平成27年

４月より新制度のもと本町においても保育事業を

行っておりますが、この新制度に移行する私立幼

稚園においても法第27条第３項第２号の規定に基

づき、町長が定める利用者負担を上限として幼稚

園においても負担額を定めることになりました。

また、この法律により一元的に規定されます特定

教育施設、保育施設及び特定地域型保育事業など

の利用者負担についても余市町において新たな条

例を制定し、整理統合しようとするものでありま

す。 

 当委員会といたしましては、議案の審査に当た

り、利用者負担額の概要として一時預かりや時間

外保育の利用料を含めた利用者負担額、階層区分

における国が定める基準額や他町村と本町の料金

比較、さらには私立幼稚園の負担額から算出され

た平均額等の資料提出を求め、詳細な説明を聴取

し、鋭意慎重に審査をしてまいりました。 

 さて、余市町の条例では、利用者が負担すべき

金額がある場合、その金額が条例中に明記されて

いる場合とそうでない場合がありますが、今回提

案された条例案においては条例本体の中には明記

がなく、この部分については全て別途規則で定め

るとされておりました。また、町内の幼稚園と保

育園との整合性をどうとるのかという点や法改正

に伴い結果として実質的に保育料の値上げとなっ

てしまったという他自治体の事例があり、これら

の点が質疑の中心となっておりました。以下、審

査の結果における質疑等の内容についてその主な

ものをご報告申し上げます。 

 まず、条例中の利用者負担額の金額の明記の件

についてとして、今回の条例提案では料金にかか

わる部分は全て規則で定めるとして、一時預かり

の金額は条例中に料金が定めてありますが、どう

して今回は規則としたのかとの質問に対し、子ど

も・子育て支援法で規定されているものを参照す

ることと児童福祉法が改正されたためとの答弁が

されております。この答弁に対し、規則では議会

がわからないうちに改正されるのではないかの質

問が出され、余市町は国に基づいて定めているの

で、国が変更するのであればその都度説明させて

いただく考え方であるとの答弁でありました。次

に、今後の保育条例のあり方として、今回の条例

制定にかかわり町の保育に関連した条例はどうす

るのか。廃止をするのか、または将来的にはこの

条例と一本化をするのかとの質問に対しては、将

来的には料金体系で一本、運営で一本と考えてい

るとの答弁がされております。 

 次に、幼稚園と保育園との整合性と将来展望に

関してですが、利用者負担額については各幼稚園

の裁量はあるのか。保育料、時間外保育や一時預

かりの利用者負担額はどうなのかとの質問につい

ては、今回の設定は上限設定であり、現在町で定

めた負担額より低い幼稚園は同額、またはそれ以

下と法令上決まっている。幼稚園の裁量としては、

送迎等がある場合は別途に加算して徴収が可能。

現在の保育料、時間外保育、一時預かりは、来年

度も同額と考えているとの答弁がされておりま

す。さらに、第８条における特別な場合の還付と

はどんなことを想定しているのかとの質問に対し

ては、利用者側の事情ではなく施設側の事情の場

合で、例えば施設の閉鎖があった場合が考えられ

るとの答弁がされております。そして、保育に関

する条例を廃止するのは問題はないのかとの質問

に対しては、子ども・子育て支援法とそれに伴う

児童福祉法の改正によって条例廃止によりなくな

り、余市町ではそれにあわせて規則のほうで定め

たいと考えているとの答弁がされております。 

 利用料金の問題については、本会議提案時でも

他町村での実例が紹介され、質疑がされておりま

したが、このときの答弁としても国は所得別に８

階層に分かれているが、余市町は５階層までとな

っており、国の５階層を頭打ちとしている。大き
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な影響はないと考えているとの答弁がされており

ましたが、委員会質疑では新制度移行後に所得階

層区分における変更後の数値も答弁されました。

答弁の中では、２階層と５階層が若干の移動が見

込まれるが、他の階層は１名前後ということとな

っており、余市町としては他の自治体のように利

用者負担額が激変するということにはならないと

いう見解が示されておりました。利用者の負担す

る金額については、時間外保育や一時預かりの金

額についての質疑も出されましたが、時間外保育

はお菓子などの実費分となっている。また、給食

費については割り返して保育料の中に算出されて

おり、一時預かりの場合は給食を利用した場合は

この金額をいただいているとの答弁がされており

ます。そして、幼稚園における利用料金について

は、幼稚園の利用者負担額の上限が下回る場合は

そのままなのでしょうが、そのままとするならば

幼稚園は下回る期間をどのように設定するのかと

いう質問に対しては、経過措置があり、平成27年

より国の通知の中では幼稚園が低い場合はそのま

まということであるが、平成28年度については施

設型に移行の場合はその都度国や道に確認して各

幼稚園に回答したいとの答弁がされております。 

 さらには、条例が可決したとした場合の将来展

望として、議員側からは混乱がないようにお願い

したいとの要望に対して、幼稚園の説明会にも町

担当者が同席して新制度の説明をしており、利用

者への説明は随時行っていきたいとの答弁もされ

ております。そして、余市町の保育全体の将来展

望とこの条例によって将来的にどう保育情勢が変

わっていくのかとの質問に対し、将来展望につい

ては余市町子ども・子育て支援事業計画があり、

平成31年までのサービス提供体制の確保について

計画があり、５年間の中で現状を見きわめ、５年

後の目標数値計画があり、これについてはその都

度子ども・子育て会議等を開催し、見直しをしな

がら実現させていきたいとの答弁がされました。 

 以上のような経過と質疑を踏まえ、委員会にお

いて採決に付したところ、平成27年余市町議会第

４回定例会付託にかかわり民生環境常任委員会に

付託されました議案第７号 余市町特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関

する条例案につきましては、全会一致をもちまし

て原案可決との結論を得た次第であります。 

 以上、民生環境常任委員会の審査結果のご報告

といたしますので、議員各位におかれましてはよ

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） 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 

 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７号 余市町特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する

条例案は、委員長の報告のとおり決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、日程第４、報告第

１号 専決処分事項の承認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。 

〇税務課長（堀内 学君） ただいま上程されま

した報告第１号につきまして、提案理由をご説明

申し上げます。 

 報告第１号につきましては、地方自治法第179条
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第１項の規定に基づき専決処分いたしました余市

町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正す

る条例について、同条第３項の規定に基づき報告

し、承認を求めるものでございます。 

 本条例につきましては、行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律、いわゆるマイナンバー法が平成28年１月１日

から施行されることに伴い、減免申請書記載事項

において個人番号の追加が必要となることから、

条例の一部改正を平成27年余市町議会第２回臨時

会及び平成27年余市町議会第４回定例会において

議決いただいたところでございます。その後、国

におきまして一部手続におきます個人番号の利用

の取り扱いが見直され、関係省令が平成27年12月

25日に公布され、同日から施行されたことに伴い、

本条例におきましても町民税及び特別土地保有税

の減免申請書記載事項に個人番号を追加する改正

規定を削除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。 

 報告第１号 専決処分事項の承認を求めること

について。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙専

決処分書のとおり処分したので、同条第３項の規

定により報告し、議会の承認を求める。 

 平成28年３月７日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願いたいと思います。 

 専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分する。 

 平成27年12月29日、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願いたいと思います。 

 余市町税条例等の一部を改正する条例の一部を

改正する条例。 

 余市町税条例等の一部を改正する条例（平成

27年余市町条例第17号）の一部を次のように改正

する。 

 第１条のうち余市町税条例第51条第３項各号の

改正規定中「又は名称及び住所若しくは居所又は

事務所又は事業所の所在地及び個人番号（行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番

号をいう。）又は法人番号」を「及び住所又は居

所（法人にあっては、名称、事務所又は事業所の

所在地及び法人番号）」に改める。 

 第１条のうち余市町税条例第139条の３第２項

第１号の改正規定中「個人番号（行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律第２条第５項に規定する個人番号をい

う。以下この号において同じ。）又は」を削り、

「同条第15項」を「行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律第２

条第15項」に改め、「個人番号又は」を削る。 

 附則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 以上、報告第１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、

ご承認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。 

 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。 
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（「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 専決処分事項の承認を求

めることについては、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５、報告第２号 専

決処分事項の承認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。 

〇保健課長（須藤明彦君） ただいま上程されま

した報告第２号 専決処分事項の承認を求めるこ

とについて、提案理由をご説明申し上げます。 

 報告第２号につきましては、地方自治法第179条

第１項の規定に基づき専決処分いたしました余市

町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一

部を改正する条例につきまして、同条第３項の規

定に基づき報告し、承認を求めるものでございま

す。 

 本条例につきましては、行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律、いわゆるマイナンバー法が平成28年１月１日

から施行されることに伴い、国民健康保険税の減

免申請書記載事項において個人番号の追加が必要

となることから、条例の一部改正を平成27年余市

町議会第４回定例会において議決いただいたとこ

ろでございます。その後、国におきまして一部の

手続におきます個人番号の利用の取り扱いが見直

され、関係省令が平成27年12月25日に公布され、

同日から施行されたことに伴い、本条例におきま

しても国民健康保険税の減免申請書記載事項に個

人番号を追加する改正規定を削除するものでござ

います。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 報告第２号 専決処分事項の承認を求めること

について。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙専

決処分書のとおり処分したので、同条第３項の規

定により報告し、議会の承認を求める。 

 平成28年３月７日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分する。 

 平成27年12月29日、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 余市町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の一部を改正する条例。 

 余市町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例（平成27年余市町条例第36号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第25条第２項第１号の改正規定を削る。 

 附則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 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。 

 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。 

 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。 
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（「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 専決処分事項の承認を求

めることについては、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６、報告第３号 専

決処分事項の承認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。 

〇高齢者福祉課長（坂本満彦君） ただいま上程

されました報告第３号 専決処分事項の承認を求

めることについて、提案理由をご説明申し上げま

す。 

 報告第３号につきましては、地方自治法第179条

第１項の規定に基づき専決処分いたしました余市

町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改

正する条例につきまして、同条第３項に基づき報

告し、承認を求めるものでございます。 

 本条例につきましては、行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律、いわゆるマイナンバー法が平成28年１月１日

から施行されることに伴い、介護保険料の徴収猶

予及び減免に係る申請書記載事項において個人番

号の追加が必要となることから、条例の一部改正

を平成27年余市町議会第４回定例会において議決

をいただいたところでございます。その後、国に

おきまして一部の手続におきます個人番号の利用

の取り扱いが見直され、関係省令が平成27年12月

25日に公布され、同日から施行されたことに伴い、

本条例におきましても介護保険料の徴収猶予及び

減免に係る申請書記載事項に個人番号を追加する

改正規定を削除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。 

 報告第３号 専決処分事項の承認を求めること

について。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙専

決処分書のとおり処分したので、同条第３項の規

定により報告し、議会の承認を求める。 

 平成28年３月７日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分する。 

 平成27年12月29日、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の一

部を改正する条例。 

 余市町介護保険条例の一部を改正する条例（平

成27年余市町条例第37号）の一部を次のように改

正する。 

 第10条第２項第１号及び第11条第２項第１号の

改正規定を削る。 

 附則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 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。 

 なお、参考資料として条例の新旧対照表を添付

しておりますので、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。 
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（「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 専決処分事項の承認を求

めることについては、報告のとおり承認すること

に決しました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時４９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７、議案第７号 平

成27年度余市町一般会計補正予算（第９号）を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（嶋  保君） ただいま上程されました

議案第７号 平成27年度余市町一般会計補正予算

（第９号）について、その概要をご説明申し上げ

ます。 

 今回ご提案いたします補正予算につきまして

は、人事院勧告に基づく給与改定等による人件費

の整理とまほろばの郷地区公共用地購入費、さら

に国の平成27年度補正予算に伴う年金生活者等支

援臨時福祉給付金事業及びマイナンバー制度に係

る対応として自治体情報システムの強靱性の向上

を図るための情報セキュリティー強化対策経費に

ついて繰越明許費を設定し、補正計上したもので

あります。 

 次に、ただいま申し上げました以外の各款にお

ける主な補正内容について歳出からご説明申し上

げます。総務費におきましては、寄附等に伴う基

金への積立金と通知カード、個人番号カード発行

等事務交付金の増額補正計上を行ったものでござ

います。 

 民生費におきましては、保育料多子軽減無償化

に対応する子ども・子育て支援管理システム改修

委託料の補正計上を行ったものでございます。 

 衛生費におきましては、国民健康保険、後期高

齢者医療各特別会計への繰出金、さらに水道事業

会計負担金の増額補正計上を行ったものでござい

ます。 

 農林水産業費におきましては、水産加工排水処

理施設における汚泥貯留槽攪拌設備故障に伴う修

繕費と委託料の増額補正計上を行ったものでござ

います。 

 土木費におきましては、公共下水道特別会計繰

出金の増額補正計上を行ったものでございます。 

 消防費におきましては、北後志消防組合におけ

る人事院勧告に基づく給与改定等による人件費の

整理等に伴う負担金の増額補正計上を行ったもの

でございます。 

 教育費におきましては、中学校体育連盟全道、

全国大会参加負担金の補正計上を行ったものでご

ざいます。 

 次に、歳入についてご説明いたします。歳入に

つきましては、国、道支出金、町債等の特定財源

に求めるとともに、必要となる一般財源について
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は繰越金に財源を求め、歳出との均衡を図ったも

のでございます。 

 この結果、今回の補正予算額２億4,075万

1,000円を既定予算に追加した予算総額は92億

558万円と相なった次第でございます。 

 以上、今回ご提案いたしました補正予算（第９

号）について、その概要をご説明申し上げました

が、詳細につきましては担当課長よりご説明申し

上げますので、よろしくご審議、ご決定賜ります

ようお願い申し上げます。 

〇財政課長（山本金五君） 議案第７号 平成27年

度余市町一般会計補正予算（第９号）。 

 平成27年度余市町の一般会計の補正予算（第９

号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ２億4,075万1,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ92億558万円とする。 

 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。 

 （繰越明許費の補正） 

 第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越

明許費補正」による。 

 （地方債の補正） 

 第３条 地方債の追加は、「第３表 地方債補

正」による。 

 平成28年３月７日提出、余市町長、嶋  保。 

 歳出からご説明申し上げます。５ページをお開

き願います。５ページ中段でございます。歳出の

うち各款、各目に計上の２節給料から４節共済費

までにつきましては、人事院勧告に伴う給与関係

条例改正に伴います経費の追加とこれに伴う共済

費等について整理したものでございます。つきま

しては、職員の人件費の整理ということで説明は

省略させていただきます。 

 ３、歳出、１款議会費、１項議会費、１目議会

費、補正額14万9,000円につきましては、人件費の

整理でございます。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

補正額215万2,000円につきましては、人件費の整

理でございます。 

 次のページをお開き願います。４目財産管理費、

補正額417万1,000円、25節積立金417万1,000円に

つきましては、減債基金積立金141万2,000円、社

会福祉施設等建設基金積立金３万円、余市町の未

来を担う人づくり基金積立金252万9,000円、図書

整備基金積立金10万円、教育施設建設整備基金積

立金10万円の計上でございます。 

 11目電子計算費、補正額2,000万円、13節委託料

2,000万円につきましては、情報セキュリティー強

化対策委託料の計上でございます。 

 ２款総務費、２項徴税費、１目税務総務費、補

正額50万1,000円につきましては、人件費の整理で

ございます。 

 ２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸

籍住民基本台帳費、補正額370万6,000円、２節給

料から４節共済費につきましては、人件費の整理

でございます。19節負担金補助及び交付金340万

1,000円につきましては、通知カード、個人番号カ

ード発行等事務交付金の追加計上でございます。 

 ２款総務費、４項選挙費、１目選挙管理委員会

費、補正額31万3,000円、３節職員手当、４節共済

費につきましては、人件費の整理でございます。

13節委託料25万1,000円につきましては、公職選挙

法改正に伴う選挙人名簿システム改修委託料の計

上でございます。 

 ２款総務費、５項統計調査費、１目統計調査費、

補正額４万6,000円につきましては、人件費の整理

でございます。 

 ２款総務費、６項監査委員費、１目監査委員費、

補正額３万8,000円につきましては、人件費の整理

でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総
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務費、補正額１億1,112万8,000円、２節給料から

４節共済費までにつきましては、人件費の整理で

ございます。７節賃金61万8,000円、11節需用費

48万1,000円、12節役務費131万2,000円、13節委託

料158万6,000円、19節負担金補助及び交付金１億

500万円までにつきましては、年金生活者等支援臨

時福祉給付金に係る事務費と給付金の計上でござ

います。 

 次のページをお開き願います。３款民生費、２

項児童福祉費、１目児童福祉総務費、補正額

2,984万7,000円、17節公有財産購入費2,984万

7,000円につきましては、まほろばの郷地区公共用

地購入の追加計上でございます。 

 ２目児童措置費、補正額151万2,000円、13節委

託料151万2,000円につきましては、子ども・子育

て支援管理システムの改修委託料の計上でござい

ます。 

 ３目町立保育所費、補正額58万9,000円につきま

しては、人件費の整理でございます。 

 ７目放課後児童対策事業費、補正額41万

1,000円、18節備品購入費41万1,000円につきまし

ては、放課後児童クラブで使用するパーソナルコ

ンピューター購入費の計上でございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総

務費、補正額65万1,000円につきましては、人件費

の整理でございます。 

 ５目国民健康保険費、補正額3,130万8,000円、

28節繰出金3,130万8,000円につきましては、国民

健康保険特別会計繰出金の計上でございます。 

 ６目保健師設置費、補正額35万7,000円につきま

しては、人件費の整理でございます。 

 ７目保健健康推進費、補正額28万4,000円、23節

償還金利子及び割引料28万4,000円につきまして

は、平成26年度がん検診推進事業費確定に伴いま

す国庫補助金精算に伴う返還金の計上でございま

す。 

 ９目後期高齢者医療費、補正額166万4,000円、

28節繰出金166万4,000円につきましては、後期高

齢者医療特別会計繰出金の計上でございます。 

 ４款衛生費、３項上水道費、１目上水道施設費、

補正額797万7,000円、19節負担金補助及び交付金

797万7,000円につきましては、水道事業会計負担

金の計上でございます。 

 ５款労働費、１項労働諸費、１目労働諸費、補

正額５万6,000円につきましては、人件費の整理で

ございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員

会費、補正額15万円につきましては、人件費の整

理でございます。 

 ２目農業総務費、補正額47万2,000円につきまし

ては、人件費の整理でございます。 

 ６款農林水産業費、３項水産業費、１目水産業

総務費、補正額12万4,000円につきましては、人件

費の整理でございます。 

 ４目加工センター形成事業費、補正額402万

9,000円、11節需用費358万6,000円、13節委託料

44万3,000円につきましては、排水処理施設修繕に

要します修繕費と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。７款商工費、１

項商工費、１目商工総務費、補正額28万4,000円に

つきましては、人件費の整理でございます。 

 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、

補正額77万4,000円につきましては、人件費の整理

でございます。 

 ８款土木費、２項道路橋りょう費、２目冬期除

雪対策費、補正額11万6,000円につきましては、人

件費の整理でございます。 

 ８款土木費、５項都市計画費、４目公共下水道

費、補正額1,522万5,000円、28節繰出金1,522万

5,000円につきましては、公共下水道特別会計繰出

金の計上でございます。 

 ９款消防費、１項消防費、１目常備消防費、補

正額65万6,000円、19節負担金補助及び交付金65万

6,000円につきましては、北後志消防組合負担金の
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計上でございます。 

 10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費、

補正額54万円につきましては、人件費の整理でご

ざいます。 

 10款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、

補正額15万8,000円につきましては、人件費の整理

でございます。 

 10款教育費、３項中学校費、１目学校管理費、

補正額34万1,000円につきましては、人件費の整理

でございます。 

 ２目教育振興費、補正額41万1,000円、19節負担

金補助及び交付金41万1,000円につきましては、中

学校体育連盟主催のスキー競技全道大会参加負担

金13万3,000円と同全国大会参加負担金27万

8,000円の計上でございます。 

 次のページをお開き願います。10款教育費、４

項社会教育費、１目社会教育総務費、補正額58万

1,000円につきましては、人件費の整理でございま

す。 

 10款教育費、５項保健体育費、２目ジャンプ台

管理運営費、補正額３万円、18節備品購入費３万

円につきましては、寄附による備品購入費の計上

でございます。 

 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。

３ページをお開き願います。３ページ下段でござ

います。２、歳入、14款国庫支出金、１項国庫負

担金、２目衛生費国庫負担金、補正額1,475万

1,000円、１節保健衛生費国庫負担金1,475万

1,000円につきましては、保険基盤安定負担金国民

健康保険分の計上でございます。 

 次のページをお開き願います。14款国庫支出金、

２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、補正額

1,012万6,000円、１節総務費国庫補助金1,012万

6,000円につきましては、社会保障・税番号制度構

築補助金340万1,000円、情報セキュリティー強化

対策費補助金660万円、選挙人名簿システム改修費

補助金12万5,000円の計上でございます。 

 ２目民生費国庫補助金、補正額１億1,091万

6,000円、１節社会福祉費国庫補助金１億985万

3,000円につきましては、年金生活者等支援臨時福

祉給付金事業に係る事業費と事務費の計上でござ

います。２節児童福祉費国庫補助金106万3,000円

につきましては、子ども・子育て支援交付金30万

7,000円、子どものための教育・保育事業費補助金

75万6,000円の計上でございます。 

 15款道支出金、１項道負担金、２目衛生費道負

担金、補正額907万2,000円、１節保健衛生費道負

担金907万2,000円につきましては、保険基盤安定

負担金国民健康保険分782万4,000円と後期高齢者

医療分124万8,000円の計上でございます。 

 17款寄附金、１項寄附金、２目総務費寄附金、

補正額252万9,000円、１節総務費寄附金252万

9,000円につきましては、余市町の未来を担う人づ

くり寄附金でございます。寄附者のご芳名を申し

上げます。町内在住の澤谷栄治様からの10万円、

木村ツヤ子様からの10万円、町外在住の朝倉照久

様からの１万円、王尾英明様からの１万円、小林

政勝様からの５万円、葛西一樹様からの10万円、

星野伸雄様からの３万円、その他匿名希望をされ

る方114名からの212万9,000円でございます。 

 ３目民生費寄附金、補正額３万円、１節民生費

寄附金３万円につきましては、社会福祉寄附金で

ございます。寄附者の方は、永全寺寒修行ご一同

様からの２万円、北海道キリスト教学園リタ幼稚

園園児ＰＴＡ様からの１万円でございます。 

 ５目教育費寄附金、補正額23万円、１節教育費

寄附金23万円につきましては、図書館図書購入寄

附金としまして佐藤キミ様からの10万円、教育施

設整備寄附金としまして匿名希望の方の10万円、

ジャンプ台備品購入寄附金としましてニッカハイ

ランドクラブ様からの３万円でございます。いず

れもご寄附をいただいた方々のご意向に沿った予

算措置をさせていただいたものでございます。 

 18款繰入金、６項公共施設建設整備基金繰入金、
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１目公共施設建設整備基金繰入金、補正額2,984万

7,000円、１節公共施設建設整備基金繰入金

2,984万7,000円につきましては、公共用地購入に

当たっての公共施設建設整備基金からの繰入金で

ございます。 

 19款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

4,843万8,000円、１節繰越金4,843万8,000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。 

 20款諸収入、３項貸付金元利収入、４目保留地

管理法人貸付金元金収入、補正額141万2,000円、

１節保留地管理法人貸付金元金収入141万2,000円

につきましては、保留地管理法人からの貸付金回

収に伴う元金収入でございます。 

 21款町債、１項町債、５目総務債、補正額1,340万

円、１節総務債1,340万円につきましては、情報セ

キュリティー強化対策事業に係る町債の計上でご

ざいます。 

 次に、繰越明許費につきましてご説明申し上げ

ます。２ページをお開き願います。２ページ中段

でございます。第２表、繰越明許費補正につきま

しては、情報セキュリティー強化対策事業、年金

生活者等支援臨時福祉給付金事業につきまして平

成28年度に繰り越しをするものでございます。１、

追加、２款総務費、１項総務管理費、事業名、情

報セキュリティー強化対策事業、金額2,000万円。

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。 

 次に、地方債補正につきましてご説明申し上げ

ます。第３表、地方債補正、１、追加、起債の目

的、情報セキュリティー強化対策事業債、限度額

1,340万円、起債の方法、普通貸借又は証券発行、

利率、5.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り

入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金に

ついて、利率の見直しを行った後においては、当

該見直し後の利率）、償還の方法、償還期限、据

置期間を含め30年以内とし借入先が定める償還方

法による。ただし、財政の都合により据置期間及

び償還期限を短縮若しくは繰上償還又は低利に借

換することができる。償還財源、一般歳入金、そ

の他、起債の借入については借入先の融資条件に

よる。 

 以上、議案第７号につきまして提案理由をご説

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。 

〇８番（吉田浩一君） 何点か伺います。 

 ８ページです。放課後児童対策費、備品購入費

で41万1,000円、パソコン買うということだったの

ですけれども、パソコンは誰が使うパソコンなの

ですか。子供たちが使うパソコンなのか、もしく

は先生というか、指導員が使うパソコンなのか。

パソコンを購入する目的は何なのでしょうか。要

するにネットをつなげるのか、ネットをつなげな

いのか、その辺もあわせてお願いします。 

 それと、９ページの加工センターの修繕費、ど

んな修繕をするのか教えていただきたいなと思い

ます。 

〇町民福祉課長（上村友成君） ８番、吉田議員

のご質問に答弁させていただきます。 

 １点目の放課後児童クラブにおきます備品購入

費についてご説明させていただきます。備品購入

費として計上しておりますパーソナルコンピュー

ターにつきましては、これまで指導員のほうで子

供たちに配るチラシでありますとか、あと子供た

ちが来た、来ないの管理につきましては今まで手

作業でやってございました。これにつきましてパ

ーソナルコンピューターを整備させていただき、

指導員が利用のもと使うものでございます。また、

そういった趣旨でございますので、ネットに関し

てはつながない予定でございますので、ご理解賜
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りたいと存じます。 

〇農林水産課長（細山俊樹君） ８番、吉田議員

からの加工処理施設の修繕内容についてのご質問

について私のほうからご答弁申し上げたいという

ふうに思います。 

 今回修繕を予定しておりますのは、汚泥貯留槽

と申しまして汚泥を一時堆積しまして、最終的に

は引き抜いて処分業者に搬送するわけであります

けれども、一時的に滞留させる処理施設でござい

まして、処理の際にそこは汚泥を一回入れて、そ

こで攪拌をしながら堆積をするという施設でござ

います。その施設が今回空気を入れる施設が故障

しまして、現在それが動かない状況になってござ

いまして、そのままにしておきますと今後夏場に

向けて汚泥が腐敗が激しく、処理ができなくなる

状況になるものでございますから、今回早急に処

理をして、この攪拌施設を再度稼働させて汚泥処

理を円滑にするものでございますので、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７号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第７号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号 平成27年度余市町一般会

計補正予算（第９号）は、原案のとおり可決され

ました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第８、議案第８号 平

成27年度余市町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇保健課長（須藤明彦君） ただいま上程されま

した議案第８号 平成27年度余市町国民健康保険

特別会計補正予算（第３号）につきまして、提案

理由をご説明申し上げます。 

 今回ご提案申し上げました補正予算は、一般被

保険者におきます療養給付費及び高額療養費の不

足見込みによる補正計上と平成26年度の国庫支出

金の精算に伴う返還金の補正計上を行ったもので

あります。 

 また、歳入におきましては、保険財政共同安定

化事業交付金並びに繰入金等により収支均衡を図

ったものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第８号 平成27年度余市町国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）。 

 平成27年度余市町の国民健康保険特別会計の補

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6,780万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ34億934万4,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成28年３月７日提出、余市町長、嶋  保。 

 初めに、歳出からご説明申し上げます。３ペー

ジをお開き願います。下段でございます。３、歳

出、２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被
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保険者療養給付費、補正額3,195万円、19節負担金

補助及び交付金3,195万円につきましては、一般被

保険者療養給付費の不足見込みに伴う追加補正で

ございます。 

 ３目一般被保険者療養費、補正額300万円の減、

19節負担金補助及び交付金300万円の減につきま

しては、一般被保険者療養費の確定見込みに伴う

減額補正でございます。 

 次のページをお開き願います。２款保険給付費、

２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、

補正額1,723万7,000円、19節負担金補助及び交付

金1,723万7,000円につきましては、一般被保険者

高額療養費の不足見込みに伴う追加補正でござい

ます。 

 ２款保険給付費、４項出産育児諸費、１目出産

育児一時金、補正額378万円の減、19節負担金補助

及び交付金378万円の減につきましては、出産育児

一時金の確定見込みに伴う減額補正でございま

す。 

 ３款後期高齢者支援金等、１項後期高齢者支援

金等、１目後期高齢者支援金、補正額ゼロ円につ

きましては、その他特定財源の確定見込みに伴い

一般財源との組みかえを行ったものでございま

す。 

 ６款介護納付金、１項介護納付金、１目介護納

付金、補正額ゼロ円につきましては、その他特定

財源の確定見込みに伴い一般財源との組みかえを

行ったものでございます。 

 次のページをごらん願います。７款共同事業拠

出金、１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同

事業医療費拠出金、補正額169万6,000円の減、19節

負担金補助及び交付金169万6,000円の減につきま

しては、高額医療費共同事業医療費拠出金の確定

見込みに伴う減額補正でございます。 

 ２目保険財政共同安定化事業拠出金、補正額

840万円の減、19節負担金補助及び交付金840万円

の減につきましては、保険財政共同安定化事業拠

出金の確定見込みに伴う減額補正でございます。 

 ８款保健事業費、２項特定健康診査等事業費、

１目特定健康診査等事業費、補正額ゼロ円につき

ましては、国、道支出金と一般財源との財源組み

かえを行ったものでございます。 

 10款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３

目償還金、補正額3,820万8,000円、23節償還金利

子及び割引料3,820万8,000円につきましては、平

成26年度の国庫支出金の精算に伴う返還金の補正

計上でございます。 

 12款前年度繰上充用金、１項前年度繰上充用金、

１目前年度繰上充用金、補正額271万1,000円の減、

22節補償補填及び賠償金271万1,000円の減につき

ましては、前年度繰り上げ充用金の確定見込みに

伴う減額補正でございます。 

 次に、歳入についてご説明申し上げます。２ペ

ージの下段でございます。２、歳入、４款国庫支

出金、１項国庫負担金、２目高額医療費共同事業

負担金、補正額42万4,000円の減、１節高額医療費

共同事業負担金42万4,000円の減につきましては、

高額医療費共同事業負担金の確定見込みに伴う減

額補正でございます。 

 ３目特定健康診査等負担金、補正額38万

8,000円、１節特定健康診査等負担金38万8,000円

につきましては、特定健康診査等負担金の確定見

込みに伴う追加補正でございます。 

 次のページをごらん願います。７款道支出金、

１項道負担金、１目高額医療費共同事業負担金、

補正額42万4,000円の減、１節高額医療費共同事業

負担金42万4,000円の減につきましては、高額医療

費共同事業負担金の確定見込みに伴う減額補正で

ございます。 

 ２目特定健康診査等負担金、補正額38万

8,000円、１節特定健康診査等負担金38万8,000円

につきましては、特定健康診査等負担金の確定見

込みに伴う追加補正でございます。 

 ８款共同事業交付金、１項共同事業交付金、１
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目共同事業交付金、補正額493万4,000円、１節現

年度分493万4,000円につきましては、高額医療費

共同事業交付金の確定見込みに伴う追加補正でご

ざいます。 

 ２目保険財政共同安定化事業交付金、補正額

3,163万8,000円、１節現年度分3,163万8,000円に

つきましては、保険財政共同安定化事業交付金の

確定見込みに伴う追加補正でございます。 

 ９款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金、補正額3,130万8,000円、１節一般会計繰

入金120万7,000円につきましては、一般会計繰入

金における財政安定化支援分の確定見込みに伴う

追加補正でございます。２節保険基盤安定繰入金

3,010万1,000円につきましては、一般会計繰入金

区分のうち保険基盤安定繰入金の確定見込みに伴

う追加補正でございます。 

 以上、議案第８号につきましてご説明を申し上

げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜り

ますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第８号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号 平成27年度余市町国民健

康保険特別会計補正予算（第３号）は、原案のと

おり可決されました。 

 昼食のため午後１時まで休憩します。 

休憩 午前１１時４４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９、議案第９号 平

成27年度余市町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇保健課長（須藤明彦君） ただいま上程されま

した議案第９号 平成27年度余市町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号）につきまして、提

案理由をご説明申し上げます。 

 今回ご提案申し上げました補正予算は、保険基

盤安定負担金の確定見込みによる後期高齢者医療

広域連合納付金の補正計上を行ったものでありま

す。 

 また、歳入におきましては、繰入金により収支

均衡を図ったものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第９号 平成27年度余市町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号）。 

 平成27年度余市町の後期高齢者医療特別会計の

補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ166万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ３億885万6,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該
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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28年３月７日提出、余市町長、嶋  保。 

 初めに、歳出からご説明申し上げます。２ペー

ジをお開き願います。中段でございます。３、歳

出、２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後

期高齢者医療広域連合納付金、１目後期高齢者医

療広域連合納付金、補正額166万4,000円、19節負

担金補助及び交付金166万4,000円につきまして

は、後期高齢者医療広域連合納付金の保険料等負

担金のうち、保険基盤安定分に係る納付金の追加

補正でございます。 

 次に、歳入についてご説明申し上げます。本ペ

ージの上段でございます。２、歳入、３款繰入金、

１項一般会計繰入金、２目保険基盤安定繰入金、

補正額166万4,000円、１節保険基盤安定繰入金

166万4,000円につきましては、一般会計からの保

険基盤安定繰入金の確定見込みにおきます追加補

正でございます。 

 以上、議案第９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27年度余市町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、原案の

とおり可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第10、議案第10号 平

成27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10号 平成27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人事院勧告に基づ

く給与改定及び人事異動に伴う人件費の補正と平

成27年度分の消費税及び地方消費税における中間

納付額の確定見込みによる補正の計上を行うもの

であります。また、公債費におきまして財源の組

みかえを行うものであります。 

 歳入におきましては、一般会計繰入金の繰り出

し基準による確定と公共下水道事業債において資

本費平準化債、特別措置分の借入額の減額補正を

行うものであります。 

 なお、補正に伴います財源の不足分につきまし

ては、これを繰越金に求め、歳入歳出の均衡を図

ったところでございます。 

 以下、議案第10号を朗読し、ご説明申し上げま

す。 

 議案第10号 平成27年度余市町公共下水道特別

会計補正予算（第３号）。 

 平成27年度余市町の公共下水道特別会計の補正
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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から歳入歳出それ

ぞれ1,764万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ12億3,820万5,000円とす

る。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

 第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補

正」による。 

 平成28年３月７日提出、余市町長、嶋  保。 

 歳出よりご説明申し上げますので、４ページを

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730万8,000円

の減、３節職員手当18万5,000円の増、４節共済費

16万2,000円の減につきましては、人事院勧告に基

づく給与改定及び人事異動に伴う人件費の補正で

あります。27節公課費の733万1,000円の減につき

ましては、平成27年度分の消費税及び地方消費税

における中間納付額の確定見込みによる補正であ

ります。 

 次のページをごらん願います。２款事業費、１

項公共下水道事業費、１目建設事業費、補正額

545万1,000円の減、２節給料257万7,000円の減、

３節職員手当133万2,000円の減、４節共済費154万

2,000円の減につきましては、人事院勧告に基づく

給与改定及び人事異動に伴う人件費の補正であり

ます。 

 ３款公債費、１項公債費、１目元金、２目利子、

補正額488万7,000円の減につきましては、特定財

源であります一般会計繰入金の繰り出し基準によ

って確定したことによる資本費平準化債、特別措

置分の借入額の減額に伴う財源の組みかえ及び公

共下水道事業債の借り入れ利率の確定に伴う長期

債償還利子の減額補正をいたしたものでありま

す。 

 次に、歳入についてご説明申し上げますので、

３ページをお開き願います。３ページの上段をご

らん願います。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1,522万

5,000円、１節一般会計繰入金1,522万5,000円につ

きましては、平成27年度の繰り出し基準による確

定に伴う基準内繰入金の増額補正を行うものであ

ります。 

 ５款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

12万9,000円、１節繰越金12万9,000円につきまし

ては、補正に伴います財源を繰越金に求めるもの

であります。 

 ７款町債、１項町債、１目公共下水道事業債、

補正額3,300万円の減、１節公共下水道事業債

3,300万円の減につきましては、一般会計繰入金の

確定に伴い、資本費平準化債、特別措置分の借入

額の減額補正をいたしたものであります。 

 次に、地方債補正についてご説明申し上げます。

２ページの上段をごらん願います。第２表、地方

債補正、１、変更、起債の目的、公共下水道事業

債、補正前限度額４億3,280万円、補正後限度額３

億9,980万円。地方債の補正につきましては、資本

費平準化債、特別措置分借入額の減額による限度

額の変更でございます。 

 以上、議案第10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、ご決定くださ

い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。 
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（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第10号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第10号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第10号 平成27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） 日程第11、議案第11号 平

成27年度余市町水道事業会計補正予算（第３号）

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇水道課長（久保 宏君） ただいま上程されま

した議案第11号 平成27年度余市町水道事業会計

補正予算（第３号）につきまして、その提案理由

をご説明申し上げます。 

 このたび補正いたします内容につきましては、

収益的収入、第１款水道事業収益、第２項営業外

収益、２目他会計補助金につきましては、平成27年

度の地方公営企業繰出金にかかわる総務省通知に

基づき基準内繰出金の再計算を行い、所要の増額

措置をするものでございます。 

 収益的支出、営業費用につきましては、人事院

勧告に伴う給与改定等による人件費の増額補正、

５目資産減耗費につきましては本年度量水器の除

却に伴う固定資産除却費の増額補正を行うもので

ございます。また、営業外費用、２目消費税及び

地方消費税につきましては、営業外費用及び建設

改良費等課税仕入額の決算見込みにより消費税の

納付額を再計算したところ増額となることが見込

まれることから、所要の増額措置をいたすもので

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11号 平成27年度余市町水道事業会計補

正予算（第３号）。 

 第１条 平成27年度余市町水道事業会計の補正

予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 第２条 予算第３条に定めた収益的収入及び支

出の予定額を次のとおり補正する。 

 収入、科目、第１款水道事業収益、既決予定額

６億8,901万3,000円、補正予定額797万7,000円、

計６億9,699万円。 

 第２項営業外収益、既決予定額１億1,026万

7,000円、補正予定額797万7,000円、計１億1,824万

4,000円。 

 支出、科目、第１款水道事業費用、既決予定額

７億2,120万2,000円、補正予定額609万円、計７億

2,729万2,000円。 

 第１項営業費用、既決予定額５億7,184万

3,000円、補正予定額523万9,000円、計５億7,708万

2,000円。 

 第２項営業外費用、既決予定額１億4,825万

9,000円、補正予定額85万1,000円、計１億4,911万

円。 

 第３条 予算第７条に定めた経費の金額のう

ち、（１）職員給与費「１億2,580万4,000円」を

「１億2,623万4,000円」に改める。 

 第４条 予算第８条に定めた一般会計から補助

を受ける金額「4,190万1,000円」を「4,987万

8,000円」に改める。 

 平成28年３月７日提出、余市町長、嶋  保。 

 次に、平成27年度余市町水道事業会計予算実施

計画についてご説明申し上げます。１ページでご

ざいます。平成27年度余市町水道事業会計予算実

施計画、収益的収入及び支出、収入、補正額のみ

申し上げます。１款水道事業収益、補正額797万
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7,000円、２項営業外収益、補正額797万7,000円、

２目他会計補助金797万7,000円につきましては、

平成27年度地方公営企業繰出金にかかわる総務省

通知に基づく基準内繰出金等の確定による増額補

正でございます。 

 支出、１款水道事業費用、補正額609万円、１項

営業費用、補正額523万9,000円、２目配水及び給

水費18万9,000円及び３目総係費24万1,000円につ

きましては、人事院勧告に伴う給与改定等による

人件費の増額補正でございます。５目資産減耗費

480万9,000円につきましては、本年度における量

水器の除却に伴う固定資産除却費の補正計上でご

ざいます。 

 ２項営業外費用、補正額85万1,000円、２目消費

税及び地方消費税85万1,000円につきましては、本

年度の決算見込みにより再計算し、不足が見込ま

れる消費税額の増額補正計上でございます。 

 以上、議案第11号につきまして提案理由のご説

明を申し上げましたので、よろしくご審議の上、

ご決定を賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第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。 

 これより議案第11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11号 平成27年度余市町水道事

業会計補正予算（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12、議案第12号 余

市町職員給与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 余市町職員給与条例の一部を改

正する条例案につきまして、その提案理由のご説

明を申し上げます。 

 本町職員の給与等に関しましては、国家公務員

の給与に準じた形で措置することを基本としてお

りますが、平成27年８月６日、平成27年の人事院

勧告に基づきまして、国においては国家公務員に

係る一般職の職員の給与に関する法律の一部を改

正する法律案が平成27年12月４日に閣議決定さ

れ、平成28年１月26日に公布されたところであり、

本町職員におきましてもこのたびの法律改正に準

じまして余市町職員給与条例の一部改正を行おう

とするものでございます。 

 平成27年の人事院勧告に基づきます国家公務員

の給与改定の主な内容といたしましては、俸給表

につきましては国家公務員の月例給が民間給与を

0.36％、金額にいたしまして1,469円下回っている

ことから、月例給の改定につきましては初任給で

民間との間に差があることを踏まえ、１級の初任

給を2,500円引き上げ、若年層についても同程度の

改定とし、その他は給与制度の総合的見直し等に

より高齢層における官民の給与差が縮小すること

となることなどを踏まえ、それぞれ1,100円の引き

上げを基本に改定する内容でございます。平均の
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改定率は0.4％となってございます。さらに、期末、

勤勉手当でございますが、年間支給月数を0.1月分

引き上げ4.20月とし、引き上げ分は勤勉手当に割

り振ることとし、本年度につきましては12月期の

勤勉手当を引き上げ、平成28年度以降においては

６月期及び12月期の勤勉手当が均等になるよう配

分すべく改正されたところでございます。 

 以上が平成27年の人事院勧告に基づきます国家

公務員の給与改定の概要でございますが、本町職

員に対する給与改定につきましても国に準じ、同

様の措置を行おうとするものでございます。 

 また、平成26年５月14日に公布されました地方

公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正す

る法律、平成26年法律第34号が平成28年４月１日

施行となりますことから、本町におきましても人

事評価制度の導入をしなければならないこととな

りますが、これにより現在昇給停止としている

55歳を超える一般職の職員及び57歳を超える現業

職、公務補、給食調理員でございますが、これら

の職員について国に準じ、処遇への反映が可能と

なるよう所要の改正を行うとともに、同じく地方

公務員法の改正に伴う条項の整理とこれまで規則

により定めておりました給料表の等級別の分類の

基準となる表を等級別基準職務表として条例で定

めなければならないこととなりましたことから、

これにつきましても所要の改正を行うべく余市町

職員給与条例の一部改正についてご提案を申し上

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12号 余市町職員給与条例の一部を改正

する条例案。 

 余市町職員給与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３月７日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町職員給与

条例の一部を改正する条例。 

 （余市町職員給与条例の一部改正） 

 第１条 余市町職員給与条例（昭和26年余市町

条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第21条第２項第１号中「100分の75.0」を「、６

月に支給する場合においては100分の75.0、12月に

支給する場合においては100分の85.0」に改め、同

項第２号中「100分の35.0」を「、６月に支給する

場合においては100分の35.0、12月に支給する場合

においては100分の40.0」に改める。 

 第21条第２項第１号及び第２号の改正につきま

しては、勤勉手当の改正でございまして、直近１

年間の民間のボーナス支給実績と公務の年間の支

給月数を比較し、一般の職員については0.1月分、

再任用職員については0.05月分引き上げるもの

で、平成27年度分につきましては12月期に配分す

るものでございます。 

 別表を次のように改める。 

 別表の改正につきましては、平成27年４月１日

に遡及適用となる給料引き上げの給料表でござい

ます。初任給で2,500円、若年層も2,500円程度、

その他は1,100円程度の引き上げとなるものでご

ざいます。これにつきましては、給料表の改定で

ございますので、朗読を省略させていただきます。 

 議案３ページ、３枚おめくりをいただきたいと

思います。 

 第２条 余市町職員給与条例の一部を次のよう

に改正する。 

 第１条中「第24条第６項」を「第24条第５項」

に改める。 

 第３条第１項中「別表」を「別表１」に改め、

同条第２項中「別に規則で定める」を「別表２の

とおりとする」に改める。 

 第４条第３項に次のただし書を加える。 

 ただし、当該職員の勤務成績が特に良好である

と認められる者については、規則で定める基準に

従い昇給させることができる。 

 これらの改正は、地方公務員法の改正に伴い条

項移動が生じたことによる改正とこれまで規則で
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定められておりました等級別に職務をあらわして

おりました表を条例でうたうこととされましたこ

とによる改正、さらには現在昇給停止となってお

ります55歳以上の職員について人事評価制度の導

入によりその勤務成績によって処遇への反映が可

能となるよう改正を行おうとするものでございま

す。 

 第21条第２項第１号中「、６月に支給する場合

においては100分の75.0、12月に支給する場合にお

いては100分の85.0」を「100分の80.0」に改め、

同項第２号中「、６月に支給する場合においては

100分の35.0、12月に支給する場合においては

100分の40.0」を「100分の37.5」に改める。 

 この改正は、勤勉手当の改正でございまして、

先ほど第１条で平成27年度の12月期の勤勉手当を

一般職につきましては0.1月分引き上げる改正を

ご提案しておりますが、平成28年度からは６月期

と12月期それぞれ0.05月分ずつ配分するもので、

同じく再任用職員につきましても0.025月分ずつ

配分する内容でございます。 

 別表を別表第１とし、同表の次に次の１表を加

える。 

 別表２（第３条第２項関係） 

 等級別基準職務表。職務の級、基準となる職務。

１級、定型的な業務を行う職務。２級、高度の知

識又は経験を必要とする業務を行う職務。３級、

係長の職務、主査の職務、主任の職務。４級、特

に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係

長の職務、特に高度の知識又は経験を必要とする

業務を行う主査の職務。５級、主幹の職務、主任

技師の職務、次長の職務、館長の職務、所長の職

務、場長の職務、室長の職務。６級、部長の職務、

課長の職務、事務局長の職務、参事の職務、技監

の職務、特に高度の知識又は経験を必要とする業

務を行う次長の職務、特に高度の知識又は経験を

必要とする業務を行う館長の職務、特に高度の知

識又は経験を必要とする業務を行う所長の職務、

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う

場長の職務、特に高度の知識又は経験を必要とす

る業務を行う室長の職務。 

 この表につきましては、先ほどご説明申し上げ

ましたとおり、地方公務員の改正に伴いこれまで

規則で定めておりました等級別に職務をあらわし

ておりました表を条例でうたうこととされました

ことによる改正でございます。 

 附則 

 （施行期日等） 

 １ この条例は、公布の日から施行する。ただ

し、第２条の規定は、平成28年４月１日から施行

する。 

 ２ 第１条の規定による改正後の余市町職員給

与条例の規定は、平成27年４月１日から適用する。 

 （職務の級における最高の号俸を超える給料月

額等の切替え等） 

 ３ この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）の前日において余市町職員給与条例（以下

「給与条例」という。）の給料表に定める職務の

級における最高の号俸を超える給料月額を受けて

いた職員の施行日における給料月額及びこれを受

ける期間に通算されることとなる期間は、規則で

定める。 

 （施行日前の異動者の号俸等の調整） 

 ４ 施行日の前に職務の級を異にして異動した

職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日

における号俸又は給料月額及びこれらを受けるこ

ととなる期間については、その者が施行日におい

て職務の級を異にする異動等をしたものとした場

合との権衡上必要と認められる限度において、町

長の定めるところにより、必要な調整を行うこと

ができる。 

 （職員が受けていた号俸等の基礎） 

 ５ 前２項の規定の適用については、職員が属

していた職務の級及びその者が受けていた号俸又

は給料月額は、第１条の規定による改正前の給与
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条例及び余市町職員初任給、昇格、昇給等の基準

に関する規則（昭和49年余市町規則第11号）の規

定に従って定められたものでなければならない。 

 （給与の内払） 

 ６ 第１条の規定による改正後の給与条例の規

定を適用する場合においては、改正前の給与条例

の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給

与条例の規定による給与の内払とみなす。 

 （規則への委任） 

 ７ 附則第３項から前項までに定めるもののほ

か、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

 以上、議案第12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、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

表を添付してございますので、ご高覧を賜ります

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 余市町職員給与条例の一

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13、議案第13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、日程第14、議案第14号 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

及び余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する

条例の一部を改正する条例案の以上２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13ないし日程第14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） ただいま一括上程に

なりました議案第13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

条例案及び議案第14号 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及び

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。 

 今回の人事院勧告に基づく給与改定におきまし

ては、平成27年度における一般職の12月期に支給

されます勤勉手当の支給率を0.1月分引き上げる

改正がなされ、次年度以降の措置といたしまして

も６月期と12月期の勤勉手当が均等となるよう配

分改正されたことに伴いまして、一般職同様に議

会議員を初め本町の特別職等におきましても平成

27年12月期分の期末手当につきまして0.1月分引

き上げ、次年度以降における支給率の配分見直し
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を行うものであります。 

 以下、議案を朗読申し上げます。初めに、議案

第13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朗読申

し上げます。 

 議案第13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。 

 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を次のとおり制定

する。 

 平成28年３月７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。 

 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（昭和34年余市町条例第８号）の一部を

次のように改正する。 

 第６条第２項中「100分の197.5」を「100分の

202.5」に、「100分の207.5」を「100分の212.5」

に改める。 

 これにつきましては、議会議員の期末手当を６

月期及び12月期それぞれ0.05月分引き上げる規定

でございます。 

 附則 

 （施行期日等） 

 １ この条例は、公布の日から施行し、平成27年

12月１日から適用する。 

 （平成27年12月に支給する期末手当に関する経

過措置） 

 ２ 平成27年12月に支給する期末手当に限り、

改正後の条例第６条第２項中「100分の212.5」と

あるのは、「100分の217.5」とする。 

 附則第２項につきましては、議会議員の期末手

当を平成27年12月期に限り現行から0.1月分引き

上げる規定でございます。 

 （期末手当の内払） 

 ３ 改正前の条例の規定に基づいて支給された

期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当

の内払とみなす。 

 続きまして、議案第14号 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

及び余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する

条例の一部を改正する条例案を朗読申し上げま

す。 

 議案第14号 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及び余市町教

育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を

改正する条例案。 

 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及び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を改正する条例

を次のとおり制定する。 

 平成28年３月７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。

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及び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を改正する条例。 

 （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の一部改正） 

 第１条 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（昭和34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５項中「100分の197.5」を「100分の

202.5」に、「100分の207.5」を「100分の212.5」

に改める。 

 これにつきましては、町長及び副町長の期末手

当を６月期及び12月期それぞれ0.05月分引き上げ

る規定でございます。 

 （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２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２条第５項中「100分の197.5」を「100分の
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202.5」に、「100分の207.5」を「100分の212.5」

に改める。 

 これにつきましては、教育長の期末手当を６月

期及び12月期それぞれ0.05月分引き上げる規定で

ございます。 

 附則 

 （施行期日等） 

 １ この条例は、公布の日から施行し、平成27年

12月１日から適用する。 

 （平成27年12月に支給する期末手当に関する経

過措置） 

 ２ 平成27年12月に支給する期末手当に限り、

改正後の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２条第５項中

「100分の212.5」とあるのは、「100分の217.5」

とする。 

 附則第２項につきましては、町長及び副町長の

期末手当を平成27年12月期に限り現行から0.1月

分引き上げる規定でございます。 

 ３ 平成27年12月に支給する期末手当に限り、

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２条第５項中「100分の212.5」とある

のは、「100分の217.5」とする。 

 附則第３項につきましては、教育長の期末手当

を平成27年12月期に限り現行から0.1月分引き上

げる規定でございます。 

 （期末手当の内払） 

 ４ 改正前の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の規定に基づ

いて支給された期末手当は、改正後の条例の規定

による期末手当の内払とみなす。 

 ５ 改正前の余市町教育長の給与及び勤務時間

等に関する条例の規定に基づいて支給された期末

手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内

払とみなす。 

 以上、一括上程されました議案第13号及び議案

第14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それぞれ新旧対

照表を添付してございますので、ご高覧を賜りま

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。 

 一括議題の議案２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13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。 

 次に、議案第14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14号については委員会の付託を
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省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第14号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第14号 余市町特別職の職員の給

与及び旅費並びにその支給方法に関する条例及び

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） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、明８日は会議規則第８条の規定に基づき、

午前10時から議会を再開いたします。 

 本日はこれにて延会いたします。 

延 会 午後 １時４５分 
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