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平成２９年余市町議会第１回定例会会議録（第６号）

開 議  午前１０時００分 

閉 会  午後 ２時１９分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２９年３月６日（月曜日）      

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開     議

  平成２９年３月２４日（金曜日）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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  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  枝 村   潤 

  書         記  阿 部 航 大 

〇議 事 日 程            

  第 １ 平成２９年余市町議会第１回定例会 

      付託 議案第 １号 平成２９年度 

      余市町一般会計予算        

  第 ２ 議案第 ２号 平成２９年度余市町 

      介護保険特別会計予算       

  第 ３ 議案第 ３号 平成２９年度余市町 

      国民健康保険特別会計予算     

  第 ４ 議案第 ４号 平成２９年度余市町 

      後期高齢者医療特別会計予算    

  第 ５ 議案第 ５号 平成２９年度余市町 

      公共下水道特別会計予算      

  第 ６ 議案第 ６号 平成２９年度余市町 

      水道事業会計予算（以上６件、平成 

      ２９年度余市町各会計予算特別委員 

      会審査結果報告）         

  第 ７ 議案第１１号 余市町農業委員会の 

      委員候補者選定委員会条例案    

  第 ８ 議案第１２号 余市町政治倫理条例 

      の一部を改正する条例案      

  第 ９ 議案第１９号 余市町公の施設に係 

      る指定管理者の指定手続等に関する 

      条例の一部を改正する条例案    

  第１０ 議案第１３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         

  第１１ 議案第１４号 余市町職員の育児休 

      業等に関する条例の一部を改正する 

      条例案              

  第１２ 議案第１５号 余市町税条例等の一 

      部を改正する条例案        

  第１３ 議案第１６号 余市町手数料徴収条 

      例の一部を改正する条例案     

  第１４ 議案第１７号 余市町営住宅条例の 

      一部を改正する条例案       

  第１５ 議案第１８号 余市町過疎地域自立 

      促進市町村計画の変更について   

  第１６ 議案第２０号 余市町固定資産評価 

      審査委員会委員の選任につき同意を 

      求めることについて        

  第１７ 議案第２１号 余市町固定資産評価 

      審査委員会委員の選任につき同意を 

      求めることについて        

  第１８ 議案第２２号 余市町固定資産評価 

      審査委員会委員の選任につき同意を 

      求めることについて        

  第１９ 議案第２３号 余市町政治倫理審査 

      会委員の選任について       

  第２０ 議案第２４号 余市町政治倫理審査 

      会委員の選任について       

  第２１ 議案第２５号 余市町政治倫理審査 

      会委員の選任について       

  第２２ 議案第２６号 余市町政治倫理審査 

      会委員の選任について       

  第２３ 議案第２７号 余市町政治倫理審査 

      会委員の選任について       

  第２４ 議案第２８号 余市町政治倫理審査 

      会委員の選任について       

  第２５ 議案第２９号 余市町政治倫理審査 

      会委員の選任について       

  第２６ 議案第３０号 余市町副町長の選任 

      につき同意を求めることについて  

  第２７ 議案第３１号 余市町教育委員会教 

      育長の任命につき同意を求めること 

      について             

  第２８ 意見案第１号 介護保険制度の見直 
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      しを求める要望意見書       

  第２９ 意見案第２号 無料公衆無線ＬＡＮ 

      （Ｗｉ―Ｆｉ）環境の整備促進を求 

      める要望意見書          

  第３０ 意見案第３号 海洋ごみの処理推進 

      を求める要望意見書        

  第３１ 意見案第４号 国民健康保険財政調 

      整交付金削減のペナルティーの廃止 

      に係る要望意見書         

  第３２ 意見案第５号 「準要保護世帯」に 

      対する就学援助の拡充等を求める要 

      望意見書             

  第３３ 意見案第６号 新たに創設される給 

      付型奨学金の規模拡充を求める要望 

      意見書              

  第３４ 意見案第７号 安全・安心の医療・ 

      介護の実現と夜勤交代制労働の改善 

      を求める要望意見書        

  第３５ 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29年余

市町議会第１回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は18名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 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２９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。 

〇18番（溝口賢誇君） 先ほど本会議休憩中に委

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、委員会審査結果報告６件、議案13件、意

見案７件、閉会中の継続審査調査申出についてで

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。 

 平成29年余市町議会第１回定例会付託にかかわ

る日程第１、議案第１号 平成29年度余市町一般

会計予算ないし日程第６、議案第６号 平成29年

度余市町水道事業会計予算、以上各会計予算６件

につきましては、一括上程の上、平成29年度余市

町各会計予算特別委員会審査結果報告であります

ので、即決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第９、議案第19号 余市町公の施設に係る

指定管理者の指定手続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、既に提出されてお

ります日程第８、議案第12号 余市町政治倫理条

例の一部を改正する条例案と関連がありますの

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16、議案第20号ないし日程第18、議案第

22号、以上３件につきましては、いずれも余市町

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を

求めることについてであり、関連がありますので、

一括上程の上、即決にてご審議いただくことに決

しました。 

 日程第19、議案第23号ないし日程第25、議案第
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29号、以上７件につきましては、いずれも余市町

政治倫理審査会委員の選任についてであり、関連

がありますので、一括上程の上、即決にてご審議

いただくことに決しました。 

 日程第26、議案第30号 余市町副町長の選任に

つき同意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27、議案第31号 余市町教育委員会教育

長の任命につき同意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28、意見案第１号 介護保険制度の見直

しを求める要望意見書ないし日程第34、意見案第

７号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交代

制労働の改善を求める要望意見書までの意見案７

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６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35、閉会中の継続審査調査申出について

であります。 

 以上を申し上げまして、議会運営委員会の報告

といたします。 

〇議長（中井寿夫君） 委員長の報告が終わりま

した。 

 ただいま議会運営委員会の委員長から報告あり

ましたとおり、委員会審査結果報告６件、議案

13件、意見案７件、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、委員会審査結果報告６件、議案13件、

意見案７件、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。 

〇議長（中井寿夫君） 今期定例会において付託

にかかわる日程第１、議案第１号 平成29年度余

市町一般会計予算、日程第２、議案第２号 平成

29年度余市町介護保険特別会計予算、日程第３、

議案第３号 平成29年度余市町国民健康保険特別

会計予算、日程第４、議案第４号 平成29年度余

市町後期高齢者医療特別会計予算、日程第５、議

案第５号 平成29年度余市町公共下水道特別会計

予算、日程第６、議案第６号 平成29年度余市町

水道事業会計予算の以上６件を一括議題といたし

ます。 

 この際、平成29年度余市町各会計予算特別委員

会委員長からの審査結果の報告を求めます。 

〇８番（吉田浩一君） 今期定例会において平成

29年度余市町各会計予算特別委員会設置付託にか

かわる議案第１号 平成29年度余市町一般会計予

算外５件について、その審査の経過並びに結果に

ついてご報告申し上げます。 

 本特別委員会は、平成29年３月13日開催の本会

議終了後、第１回目の委員会を開催し、正副委員

長の選任が行われた結果、委員長に不肖私吉田が、

副委員長に藤野委員が選任されました。 

 委員会の開催年月日、委員の出席及び説明員の

出席状況については、お手元にご配付の委員会審

査結果報告書に記載のとおりであります。 

 さらに、審査の経過につきましては、議長を除

く議員全員で構成する特別委員会でありますの

で、省略させていただきます。 

 審査の結果についてご報告申し上げます。まず、

議案第１号 平成29年度余市町一般会計予算につ

いては、採決の結果、全会一致で原案のとおり可

決されました。 

 次に、議案第２号 平成29年度余市町介護保険
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特別会計予算については、採決の結果、起立多数

で原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号 平成29年度余市町国民健康

保険特別会計予算については、採決の結果、起立

多数で原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号 平成29年度余市町後期高齢

者医療特別会計予算については、採決の結果、起

立多数で原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号 平成29年度余市町公共下水

道特別会計予算については、採決の結果、全会一

致で原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６号 平成29年度余市町水道事業

会計予算については、採決の結果、起立多数で原

案のとおり可決されました。 

 以上、慎重審査をいただき、結論を得ましたこ

とをご報告申し上げ、平成29年度余市町各会計予

算特別委員会の審査結果の報告といたします。 

〇議長（中井寿夫君） 委員長の報告が終わりま

した。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 議案第１号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第１号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号 平成29年度余市町一般会

計予算は、委員長の報告のとおり決しました。 

 次に、議案第２号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第２号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛

成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第２号 平成29年度余市町介護保

険特別会計予算は、委員長の報告のとおり決しま

した。 

 次に、議案第３号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第３号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛

成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第３号 平成29年度余市町国民健

康保険特別会計予算は、委員長の報告のとおり決

しました。 

 次に、議案第４号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第４号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛

成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第４号 平成29年度余市町後期高

齢者医療特別会計予算は、委員長の報告のとおり

決しました。 

 次に、議案第５号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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 討論なしと認めます。 

 これより議案第５号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号 平成29年度余市町公共下

水道特別会計予算は、委員長の報告のとおり決し

ました。 

 次に、議案第６号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第６号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛

成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第６号 平成29年度余市町水道事

業会計予算は、委員長の報告のとおり決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第７、議案第11号 余

市町農業委員会の委員候補者選定委員会条例案を

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇農林水産課長（細山俊樹君） ただいま上程さ

れました議案第11号 余市町農業委員会の委員候

補者選定委員会条例案につきまして、提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 今回ご提案いたします条例案につきましては、

農業委員会等に関する法律の改正に伴い、同法施

行規則第５条第２項に委員の任命に当たっては、

関係者からの意見聴取その他当該任命の過程の公

平性及び透明性を確保するために必要な措置を講

ずるように努めなければならないとされているこ

とから、本町といたしましては農業に識見を有す

る方と関係職員を委員とする候補者選定委員会を

設置するための条例制定をご提案申し上げるもの

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11号 余市町農業委員会の委員候補者選

定委員会条例案。 

 余市町農業委員会の委員候補者選定委員会条例

を次のとおり制定する。 

 平成29年３月６日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町農業委員

会の委員候補者選定委員会条例。 

 （設置） 

 第１条 余市町農業委員会の委員候補者（以下

「候補者」という。）の選定を行うため、地方自

治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の

規定に基づき、余市町農業委員会委員候補者選定

委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

 第２条 委員会は、町長の求めに応じ候補者の

選定を行い、その結果を町長に報告する。 

 （組織） 

 第３条 委員会は、委員５人をもって組織する。 

 ２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、

町長がその都度期間を定め委嘱し、又は任命する。 

 （１）農業に関する識見を有する者 ３人 

 （２）町の職員 １人 

 （３）農業委員会の職員 １人 

 （委員長及び副委員長） 

 第４条 委員会に、委員長及び副委員長各１人

を置く。 

 ２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により

定める。 

 ３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理す

る。 

 ４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事

故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職
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務を代理する。 

 （会議） 

 第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、委

員長がその議長となる。 

 ２ 委員会の会議は、委員の半数以上が出席し

なければ開くことができない。 

 ３ 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数

で決し、可否同数のときは議長の決するところに

よる。 

 （秘密保持） 

 第６条 委員は、職務上知り得た個人情報を漏

らしてはならない。その職を退いた後も同様とす

る。 

 （補則） 

 第７条 この条例に定めるもののほか、委員会

の運営に関し必要な事項は規則で定める。 

 附則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、平成29年４月１日から施行す

る。 

 （余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部改正） 

 ２ 余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例（昭和35年余市町条例

第２号）の一部を次のように改正する。 

 別表農業振興協議会の項の次に次のように加え

る。 

 農業委員会委員候補者選定委員会、委員、日額

4,000円、1,500円、同上。 

 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、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。 

〇16番（藤野博三君） お尋ねします。 

 まず、１つは、この委員会を地方自治法の138条

の４第３項に基づくということは附属機関とする

ということですよね。先ほど課長の提案説明もあ

った中で、別にこの委員会を設置しなくても他の

方法もいいですよということは、農水省のホーム

ページにも載ってあるのです。だから、その辺を

含めた中で、なぜかというと選挙３年に１回だっ

たかな、任期は３年だから、３年に１回行われる

と。私の勘違いか、私が手引とか読んだ中では思

ったのだけれども、定数と推薦その他が一緒であ

れば、これは委員会を開かなくてもいいのかなと

いうように感じたのです。ただ、定数以上であれ

ば選定の必要が出てくるので、必要だと。定数以

下であれば、農業委員会、または首長がその定数

を確保するためのいろいろな施策を透明な形で、

公平な形で行わなければならないというように私

は思ったのです。だから、３年に１回より行われ

ないこの委員会を町の附属機関とすることに対し

てどのように考えているのか、またその根拠が何

なのかお知らせいただきたいと思います。 

〇農林水産課長（細山俊樹君） 16番、藤野議員

のご質問にご答弁申し上げます。 

 議員からご指摘ありましたように法令上といた

しましては、先ほどご提案の中でも申し上げまし

たように公平性及び透明性を確保するために必要

な措置を講ずるという部分でありまして、特に外

部からのこのような委員会をつくらなければなら

ないという規定は確かにございません。しかしな

がら、これらの方法については、それぞれ各自治

体にその選任方法は任されているというふうに解

しているところでございます。町といたしまして

は、これら候補者の選任に当たりましては、町民

も含めた識見を有する方々にこの候補者の選定に

ついてご意見を賜りたいということで、この委員

会を設置するものでございます。 

 また、この選任に当たって定数内であれば開く

必要がないのかというご意見、ご質問でございま

した。これにつきましても、農業委員につきまし
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ては農業に識見を有する方が選任をされるという

ふうに私どもは解しているところでございまし

て、定数内であってもその方が農業に識見を有す

る方かどうかを含めてこの中で審議をさせていた

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 余市町農業委員会の委員

候補者選定委員会条例案は、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８、議案第12号 余市町政治倫理条例の一部を

改正する条例案、日程第９、議案第19号 余市町

公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する

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８ないし日程第９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） ただいま一括上程さ

れました議案第12号 余市町政治倫理条例の一部

を改正する条例案及び議案第19号 余市町公の施

設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の

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余市町政治倫理条

例の一部を改正する条例案及び余市町公の施設に

係る指定管理者の指定手続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、平成26年６月

20日に公布されました地方教育行政の組織及び運

営に関する法律の一部を改正する法律が平成27年

４月１日から施行され、それまで特別職の身分と

あわせ一般職の身分を有していた教育長が改正後

は議会の同意を得て任命する職となり、特別職の

身分のみを有することとなりますことから、本町

におきましても現在改正法の経過措置の規定に基

づく現教育長の任期が終了し、新教育長となった

時点からは、特別職の身分のみを有することとな

ります。よって、本町の新教育長につきましても

余市町政治倫理条例及び余市町公の施設に係る指

定管理者の指定手続等に関する条例の対象に加え

るべく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。 

 初めに、議案第12号 余市町政治倫理条例の一

部を改正する条例案について朗読申し上げます。 

 議案第12号 余市町政治倫理条例の一部を改正

する条例案。 

 余市町政治倫理条例の一部を改正する条例を次

のとおり制定する。 

 平成29年３月６日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町政治倫理
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条例の一部を改正する条例。 

 余市町政治倫理条例（平成18年余市町条例第

33号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「副町長」の次に「、教育長」を加え

る。 

 附則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

 ２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の一部を改正する法律（平成26年法律第76号）附

則第２条第１項の場合においては、この条例によ

る改正後の第１条の規定は適用せず、この条例に

よる改正前の第１条の規定は、なおその効力を有

する。 

 次に、一括上程されております議案第19号 余

市町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関

する条例の一部を改正する条例案について朗読申

し上げます。 

 議案第19号 余市町公の施設に係る指定管理者

の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例

案。 

 余市町公の施設に係る指定管理者の指定手続等

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29年３月24日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町公の施設

に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一

部を改正する条例。 

 余市町公の施設に係る指定管理者の指定手続等

に関する条例（平成17年余市町条例第21号）の一

部を次のように改正する。 

 第３条の２第２号を次のように改める。 

 （２）余市町長、副町長及び教育長 

 附則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

 ２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の一部を改正する法律（平成26年法律第76号）附

則第２条第１項の場合においては、この条例によ

る改正後の第３条の２第２号の規定は適用せず、

この条例による改正前の第３条の２第２号の規定

は、なおその効力を有する。 

 以上、一括上程されました議案第12号及び議案

第19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それぞれ新旧対

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。 

 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12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 余市町政治倫理条例の一
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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19号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第19号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第19号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第19号 余市町公の施設に係る指

定管理者の指定手続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10、議案第13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11、議案第14号 余市町職員の育児休業等に

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10ないし日程第11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） ただいま一括上程さ

れました議案第13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及

び議案第14号 余市町職員の育児休業等に関する

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。 

 本町職員の勤務時間及び休日休暇に関しまして

は、他団体との均衡なども考慮しながら、国家公

務員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28年８月８日、人事院は職員の給与

に関する報告及び勧告とあわせ、国家公務員の育

児休業等に関する法律の改正についての意見の申

し出及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関す

る法律の改正についての勧告を行い、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

法律等の一部を改正する法律として平成28年11月

24日に公布されたところであり、あわせて地方公

務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介

護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律の一部を改正する法律につきましても

12月２日に公布されたところであり、平成29年１

月１日に施行となる部分につきましては、既に平

成28年余市町議会第４回定例会におきまして議決

をいただいたところでございますが、平成29年４

月１日に施行される児童福祉法の改正にあわせ、

養育する子の範囲の拡大、養子縁組里親が制度化

されたことなどによる字句の整理などについて余

市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例及

び余市町職員の育児休業等に関する条例につきま

しても所要の改正を行う必要が生じましたことか

ら、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。 

 初めに、議案第13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

について朗読申し上げます。 

 議案第13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。 

 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を次のとおり制定する。 
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 平成29年３月６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。 

 余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する条

例（昭和35年余市町条例第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第９条の３第１項及び第２項中「第６条の４第

１項」を「第６条の４第２号」に、「里親」を「養

子縁組里親」に改め、「のうち、当該職員が養子

縁組によって養親となることを希望している者」

を削る。 

 第10条第１項中「公務の正常な運営を妨げる」

を「公務の運営に支障がある」に改め、同条第４

項中「第１項及び前項」を「前３項」に、「ある

のは「要介護者のある職員（ただし、規則で定め

る者に該当する場合における当該職員を除く。）

が、規則で定めるところにより、要介護者を介護」

と、「深夜における」とあるのは「深夜（午後10時

から翌日の午前５時までの間をいう。）における」

と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子

のある職員（職員の配偶者で当該子の親である者

が、常態として当該子を養育することができる者

として規則で定める者に該当する場合における当

該職員を除く。以下この項において同じ。）が、

規則で定めるところにより、当該子を養育」とあ

るのは「要介護者のある職員（ただし、規則で定

める者に該当する場合における当該職員を除く。

以下この項において同じ。）が、規則で定めると

ころにより、当該要介護者を介護」」を「あり、

第２項中「３歳に満たない子のある職員が当該子

を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期

に達するまでの子のある職員（職員の配偶者で当

該子の親である者が、常態として当該子を養育す

ることができる者として規則で定める者に該当す

る場合における当該職員を除く。以下この項にお

いて同じ。）が、規則で定めるところにより、当

該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員（規

則で定める者に該当する場合における当該職員を

除く。）が、規則で定めるところにより、当該要

介護者を介護」と、第１項中「深夜における」と

あるのは「深夜（午後10時から翌日の午前５時ま

での間をいう。）における」と、第２項中「当該

請求をした職員の業務を処理するための措置を講

ずることが著しく困難である」とあるのは「公務

の運営に支障がある」」に改める。 

 附則 

 この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

 次に、一括上程されております議案第14号 余

市町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例案について朗読申し上げます。 

 議案第14号 余市町職員の育児休業等に関する

条例の一部を改正する条例案。 

 余市町職員の育児休業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29年３月６日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町職員の育

児休業等に関する条例の一部を改正する条例。 

 余市町職員の育児休業等に関する条例（平成４

年余市町条例第７号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条の２を第２条の３とし、第２条の次に次

の１条を加える。 

 （育児休業法第２条第１項の条例で定める者） 

 第２条の２ 育児休業法第２条第１項の条例で

定める者は、児童福祉法（昭和22年法律第164号）

第６条の４第１号に規定する養育里親である職員

（児童の親その他の同法第27条第４項に規定する

者の意に反するため、同項の規定により、同法第

６条の４第２号に規定する養子縁組里親として当

該児童を委託することができない職員に限る。）

に同法第27条第１項第３号の規定により委託され

ている当該児童とする。 

 第３条第１号を次のように改める。 
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 （１）育児休業をしている職員が、産前の休業

を始め、又は出産したことにより、当該育児休業

の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出

産に係る子が次に掲げる場合に該当することとな

ったこと。 

 ア 死亡した場合 

 イ 養子縁組等により職員と別居することとな

った場合 

 第３条中第５号を第６号とし、第２号から第４

号までを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１

号を加える。 

 （２）育児休業をしている職員が第５条に規定

する事由に該当したことにより当該育児休業の承

認が取り消された後、同条に規定する承認に係る

子が次に掲げる場合に該当することとなったこ

と。 

 ア 前号ア又はイに掲げる場合 

 イ 民法（明治29年法律第89号）第817条の２第

１項の規定による請求に係る家事審判事件が終了

した場合（特別養子縁組の成立の審判が確定した

場合を除く。）又は養子縁組が成立しないまま児

童福祉法第27条第１項第３号の規定による措置が

解除された場合 

 第９条第１号を次のように改める。 

 （１）育児短時間勤務（育児休業法第10条第１

項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。）

をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産

したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効

力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子

が第３条第１号ア又はイに掲げる場合に該当する

こととなったこと。 

 第９条中第６号を第７号とし、第２号から第５

号までを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１

号を加える。 

 （２）育児短時間勤務をしている職員が、第12条

第１号に掲げる事由に該当したことにより当該育

児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規

定する承認に係る子が第３条第２号ア又はイに掲

げる場合に該当することとなったこと。 

 第18条第２項中「を承認されている」を「又は

勤務時間条例第７条第11項に規定する介護時間の

承認を受けて勤務しない」に改め、「当該育児時

間」の次に「又は当該介護時間の承認を受けて勤

務しない時間」を加える。 

 附則 

 この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

 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それぞれ新旧対

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。 

 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） 
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 異議なしと認めます。 

 よって、議案第13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

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

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 余市町職員の育児休業等

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） 日程第12、議案第15号 余

市町税条例等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。 

〇税務課長（堀内 学君） ただいま上程されま

した議案第15号 余市町税条例等の一部を改正す

る条例案につきまして、提案理由をご説明申し上

げます。 

 社会保障等の安定財源の確保等を図る税制の抜

本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税

法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法

律が平成28年法律第86号として平成28年11月28日

に公布され、公布の日から施行されることにより、

本町税条例におきましても所要の改正を行うもの

でございます。 

 改正の主な内容について申し上げます。地方消

費税率の引き上げの実施時期の変更に伴い、法人

町民税の税率引き下げの実施時期の変更、個人住

民税における住宅ローン減税措置の適用期限延

長、軽自動車税における環境性能割の導入時期変

更にそれぞれ対応した所要の規定整備を行うもの

でございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明いたします。 

 議案第15号 余市町税条例等の一部を改正する

条例案。 

 余市町税条例等の一部を改正する条例を次のと

おり制定する。 

 平成29年３月６日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町税条例等

の一部を改正する条例。 

 （余市町税条例の一部改正） 

 第１条 余市町税条例（昭和37年余市町条例第

６号）の一部を次のように改正する。 

 附則第７条の３の２第１項中「平成41年度」を

「平成43年度」に、「平成31年」を「平成33年」

に改める。 

 これにつきましては、個人住民税における住宅

ローン控除の適用期限を延長する規定でございま

す。 

 （余市町税条例等の一部を改正する条例の一部

改正） 

 第２条 余市町税条例等の一部を改正する条例

（平成28年余市町条例第15号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１条の見出しを削り、同条の前に見出しとし

て「（余市町税条例の一部改正）」を付し、同条

のうち、余市町税条例第18条の３の改正規定を削

り、同条例第19条の改正規定中「「）、第53条の

７、第67条」の次に「、第81条の６第１項」を加

え、」を削り、同条第２号及び第３号の改正規定
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中「、「第98条第１項」を「第81条の６第１項の

申告書、第98条第１項」に改め」を削り、同条例

第34条の４及び第80条の改正規定、同条例第80条

の２を削る改正規定、同条例第81条の改正規定、

同条の次に６条を加える改正規定、同条例第82条、

第83条及び第85条、第87条から第91条までの改正

規定並びに同条例附則第15条の次に４条を加える

改正規定を削り、同条例附則第16条の改正規定を

次のように改める。 

 附則第16条第１項中「左欄に掲げる」の次に「同

条の」を加え、同項の表第82条第２号アの項中「第

82条第２号ア」を「第２号ア」に改め、同条第２

項中「規定する」を「掲げる」に、「平成27年４

月１日から平成28年３月31日まで」を「平成28年

４月１日から平成29年３月31日まで」に、「にお

いて、平成28年度分」を「には、平成29年度分」

に改め、「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加

え、同項の表第82条第２号アの項中「第82条第２

号ア」を「第２号ア」に改め、同条第３項中「規

定する」を「掲げる」に、「平成27年４月１日か

ら平成28年３月31日まで」を「平成28年４月１日

から平成29年３月31日まで」に、「において、平

成28年度分」を「には、平成29年度分」に改め、

「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項

の表第82条第２号アの項中「第82条第２号ア」を

「第２号ア」に改め、同条第４項中「規定する」

を「掲げる」に、「平成27年４月１日から平成28年

３月31日まで」を「平成28年４月１日から平成29年

３月31日まで」に、「において、平成28年度分」

を「には、平成29年度分」に改め、「左欄に掲げ

る」の次に「同条の」を加え、同項の表第82条第

２号アの項中「第82条第２号ア」を「第２号ア」

に改める。 

 これにつきましては、平成29年４月１日から法

人税割税率の引き下げ、軽自動車税の種別割への

名称変更並びに環境性能割の導入が見送られたこ

とによる一部改正条例の未施行の部分の改正規定

の削除及びグリーン化特例の１年延長に係る規定

の整備でございます。 

 第１条の次に次の１条を加える。 

 第１条の２ 余市町税条例の一部を次のように

改正する。 

 第18条の３中「軽自動車税」を「種別割」に改

める。 

 第19条中「）、第53条の７、第67条」の次に「、

第81条の６第１項」を加え、同条第２号及び第３

号中「第98条第１項」を「第81条の６第１項の申

告書、第98条第１項」に改める。 

 第34条の４中「100分の12.1」を「100分の8.4」

に改める。 

 第80条第１項及び第２項を次のように改める。 

 軽自動車税は、３輪以上の軽自動車に対し、当

該３輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によ

って、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有

者に種別割によって課する。 

 ２ 前項に規定する３輪以上の軽自動車の取得

者には、法第443条第２項に規定する者を含まない

ものとする。 

 第80条第３項中「第443条第１項」を「第445条

第１項」に、「によって軽自動車税」を「により

種別割」に、「においては」を「には、第１項の

規定にかかわらず」に改め、同項ただし書中「も

の」を「軽自動車等」に改める。 

 第80条の２を削る。 

 第81条を次のように改める。 

 （軽自動車税のみなす課税） 

 第81条 軽自動車等の売買契約において売主が

当該軽自動車等の所有権を留保している場合に

は、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前

条第１項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者

（以下この節において「３輪以上の軽自動車の取

得者」という。）又は軽自動車等の所有者とみな

して、軽自動車税を課する。 

 ２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る
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軽自動車等について、買主の変更があったときは、

新たに買主となる者を３輪以上の軽自動車の取得

者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車

税を課する。 

 ３ 法第444条第３項に規定する販売業者等（以

下この項において「販売業者等」という。）が、

その製造により取得した３輪以上の軽自動車又は

その販売のためその他運行（道路運送車両法第２

条第５項に規定する運行をいう。次項において同

じ。）以外の目的に供するため取得した３輪以上

の軽自動車について、当該販売業者等が、法第

444条第３項に規定する車両番号の指定を受けた

場合（当該車両番号の指定前に第１項の規定の適

用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除

く。）には、当該販売業者等を３輪以上の軽自動

車の取得者とみなして、環境性能割を課する。 

 ４ 法の施行地外で３輪以上の軽自動車を取得

した者が、当該３輪以上の軽自動車を法の施行地

内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該

３輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を３輪

以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割

を課する。 

 第81条の次に次の７条を加える。 

 （日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する

軽自動車税の非課税の範囲） 

 第81条の２ 日本赤十字社が所有する軽自動車

等のうち、直接その本来の事業の用に供するもの

で、救急用のものに対しては、軽自動車税を課さ

ない。 

 （環境性能割の課税標準） 

 第81条の３ 環境性能割の課税標準は、３輪以

上の軽自動車の取得のために通常要する価額とし

て施行規則第15条の10に定めるところにより算定

した金額とする。 

 （環境性能割の税率） 

 第81条の４ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自

動車に対して課する環境性能割の税率は、当該各

号に定める率とする。 

 （１）法第451条第１項（同条第４項において準

用する場合を含む。）の規定の適用を受けるもの 

 100分の１ 

 （２）法第451条第２項（同条第４項において準

用する場合を含む。）の規定の適用を受けるもの 

 100分の２ 

 （３）法第451条第３項の規定の適用を受けるも

の 100分の３ 

 （環境性能割の徴収の方法） 

 第81条の５ 環境性能割の徴収については、申

告納付の方法によらなければならない。 

 （環境性能割の申告納付） 

 第81条の６ 環境性能割の納税義務者は、法第

454条第１項各号に掲げる３輪以上の軽自動車の

区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、

施行規則第33号の４様式による申告書を町長に提

出するとともに、その申告に係る環境性能割額を

納付しなければならない。 

 ２ ３輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割

の納税義務者を除く。）は、法第454条第１項各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日

までに、施行規則第33号の４様式による報告書を

町長に提出しなければならない。 

 （環境性能割に係る不申告等に関する過料） 

 第81条の７ 環境性能割の納税義務者が前条の

規定により申告し、又は報告すべき事項について

正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場

合には、その者に対し、10万円以下の過料を科す

る。 

 ２ 前項の過料の額は、情状により、町長が定

める。 

 ３ 第１項の過料を徴収する場合において発す

る納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の

日から10日以内とする。 

 （環境性能割の減免） 

 第81条の８ 町長は、公益のため直接専用する
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３輪以上の軽自動車又は第90条第１項各号に掲げ

る軽自動車等（３輪以上のものに限る。）のうち

必要と認めるものに対しては、環境性能割を減免

する。 

 ２ 前項の規定による環境性能割の減免を受け

るための手続その他必要な事項については、別に

定める。 

 第82条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」

に改め、同条中「軽自動車税の税率は、次の各号

に掲げる軽自動車等に対し」を「次の各号に掲げ

る軽自動車等に対して課する種別割の税率は」に

改め、同条第２号ア及びイを次のように改める。 

 ア 軽自動車 

 （ア）２輪のもの（側車付のものを含む。） 年

額 3,600円 

 （イ）３輪のもの 年額 3,900円 

 （ウ）４輪以上のもの 

  Ａ 乗用のもの 

     営業用 年額 6,900円 

     自家用 年額 １万800円 

  Ｂ 貨物用のもの 

     営業用 年額 3,800円 

     自家用 年額 5,000円 

 イ 小型特殊自動車 

 （ア）農耕作業用のもの 年額 2,000円 

 （イ）その他のもの 年額 5,900円 

 第83条（見出しを含む。）及び第85条（見出し

を含む。）中「軽自動車税」を「種別割」に改め

る。 

 第87条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」

に改め、同条第１項中「軽自動車税」を「種別割」

に、「本節」を「この節」に、「第33号の２様式」

を「第33号の４の２様式」に、「第33号の３様式」

を「第33号の５様式」に改め、同条第２項中「第

33号の２様式」を「第33号の４の２様式」に、「第

33号の３様式」を「第33号の５様式」に改め、同

条第３項中「第33号の２様式」を「第33号の４の

２様式」に改め、同条第４項中「第80条第２項」

を「第81条第１項」に改める。 

 第88条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」

に改め、同条第１項中「第80条第２項」を「第81条

第１項」に改める。 

 第89条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」

に改め、同条第１項中「ものと認める」を削り、

「軽自動車等」の次に「のうち必要と認めるもの」

を加え、「軽自動車税」を「種別割」に改め、「こ

とができる」を削り、同条第２項及び第３項中「軽

自動車税」を「種別割」に改める。 

 第90条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」

に改め、同条第１項中「掲げる軽自動車等」の次

に「のうち必要と認めるもの」を加え、「軽自動

車税」を「種別割」に改め、「ことができる」を

削り、同項第１号中「のうち、町長が必要と認め

るもの」を削り、同条第２項中「軽自動車税」を

「種別割」に、「本項」を「この項」に改め、同

条第３項中「軽自動車税」を「種別割」に、「共

に第89条第２項各号」を「ともに前条第２項各号」

に改め、同条第４項中「軽自動車税」を「種別割」

に改める。 

 第91条第２項中「第443条第１項」を「第445条

第１項」に、「第81条第２号」を「第81条の２」

に、「軽自動車税」を「種別割」に、「第80条の

２」を「第81条の２」に改め、同条第７項中「軽

自動車税」を「種別割」に改める。 

 附則第15条の次に次の５条を加える。 

 （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

 第15条の２ 軽自動車税の環境性能割の賦課徴

収は、当分の間、第１章第２節の規定にかかわら

ず、北海道が、自動車税の環境性能割の賦課徴収

の例により、行うものとする。 

 （軽自動車税の環境性能割の減免の特例） 

 第15条の３ 町長は、当分の間、第81条の８の

規定にかかわらず、北海道知事が自動車税の環境

性能割を減免する自動車に相当するものとして町
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長が定める３輪以上の軽自動車に対しては、軽自

動車税の環境性能割を減免する。 

 （軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例） 

 第15条の４ 第81条の６の規定による申告納付

については、当分の間、同条中「町長」とあるの

は、「北海道知事」とする。 

 （軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の

交付） 

 第15条の５ 町は、北海道が軽自動車税の環境

性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要す

る費用を補償するため、法附則第29条の16第１項

に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として北海

道に交付する。 

 （軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

 第15条の６ 営業用の３輪以上の軽自動車に対

する第81条の４の規定の適用については、当分の

間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

 左欄より朗読申し上げます。第１号、100分の１、

100分の0.5。第２号、100分の２、100分の１。第

３号、100分の３、100分の２。 

 ２ 自家用の３輪以上の軽自動車に対する第

81条の４（第３号に係る部分に限る。）の規定の

適用については、同号中「100分の３」とあるのは、

「100分の２」とする。 

 附則第16条の見出し中「軽自動車税」の次に「の

種別割」を加え、同条第１項中「初めて道路運送

車両法第60条第１項後段の規定による」を「最初

の法第444条第３項に規定する」に改め、「軽自動

車税」の次に「の種別割」を、「左欄に掲げる」

の次に「同条の」を加え、同項の表を次のように

改める。 

 左欄よりご説明申し上げます。第２号ア（イ）、

3,900円、4,600円。第２号ア（ウ）Ａ、6,900円、

8,200円、同じく１万800円、１万2,900円。第２号

ア（ウ）Ｂ、3,800円、4,500円、同じく5,000円、

6,000円。 

 附則第16条第２項から第４項までを削る。 

 附則第１条第１号中「の改正規定（次号に掲げ

る部分を除く。）並びに同条例第43条」を「、第

43条」に、「第４項」を「第３項」に改め、同条

第２号を次のように改める。 

 （２）第１条中余市町税条例附則第16条の改正

規定及び附則第３条の２の規定 平成29年４月１

日 

 附則第１条に次の１号を加える。 

 （４）第１条の２及び第２条の規定並びに第３

条中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）附則第５条第７項の表第

19条第３号の項の改正規定（「第98条第１項」を

「第81条の６第１項の申告書、第98条第１項」に

改める部分に限る。）並びに附則第２条の２及び

第４条の規定 平成31年10月１日 

 これにつきましては、平成29年４月１日からの

導入が見送られた法人税割税率の引き下げ、軽自

動車税の種別割への名称変更並びに環境性能割の

導入を平成31年10月１日より改めて行うための規

定の整備でございます。 

 附則第２条の見出しを削り、同条の前に見出し

として「（町民税に関する経過措置）」を付し、

同条中第３項を削り、第４項を第３項とし、同条

の次に次の１条を加える。 

 第２条の２ 第１条の２の規定による改正後の

余市町税条例（附則第４条において「31年新条例」

という。）第34条の４の規定は、附則第１条第４

号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年

度分の法人の町民税及び同日以後に開始する連結

事業年度分の法人の町民税について適用し、同日

前に開始した事業年度分の法人の町民税及び同日

前に開始した連結事業年度分の法人の町民税につ

いては、なお従前の例による。 

 これにつきましては、法人税割税率の引き下げ

時期が平成31年10月１日となったことに伴う経過
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措置の整備でございます。 

 附則第４条の見出しを削り、同条第１項中「新

条例」を「31年新条例」に、「附則第１条第２号」

を「附則第１条第４号」に改め、同条第２項中「新

条例」を「31年新条例」に、「平成29年度」を「平

成32年度」に、「平成28年度分」を「平成31年度

分」に改め、附則第３条の次に次の見出し及び１

条を加える。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

 第３条の２ 新条例附則第16条の規定は、平成

29年度分の軽自動車税について適用する。 

 これにつきましては、軽自動車税の環境性能割

の導入時期が平成31年10月１日となったことに伴

う適用年度の変更とグリーン化特例の１年延長に

係る経過措置の整備でございます。 

 附則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 以上、議案第15号につきまして提案理由のご説

明を申し上げましたので、よろしくご審議の上、

ご決定を賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料と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。 

〇８番（吉田浩一君） ちょっと聞いていてわか

らないなということで質問させてもらいます。 

 まず、81条なのですけれども、みなす課税とあ

ります、軽自動車税。これを読むと、所有権を保

留している場合は要するに払わなくていい、軽自

動車税を払わなくていいということなのですか。

つまり実際に軽自動車を乗っている人が払うとい

うことなのでしょうか。この場合、軽自動車を乗

っている、所有者というのはナンバープレートで

登録するのだろうけれども、乗っている人という

のは不特定多数というか、そういう場合は実際に

乗っている人をどうやって確定するのかという問

題出てくるのでないかなと思うのですけれども、

その点はどうなのでしょうか。 

 それと、もう一点、81条の２の赤十字社が所有

する軽自動車というふうにあるのですけれども、

救急用のものというのはどういうものなのでしょ

うか。町内にはないのでしょうけれども、例えば

救急用だから、一般的に赤十字社の緊急車両とい

えば血液の運搬だとかをする車ですよね。それは

軽自動車ではなくて普通自動車だと思うのだけれ

ども、その場合は赤色灯をつけて緊急車両として

通行しているというのをごくごくまれに見かける

ことがあるのだけれども、これでいう緊急用とい

うものは、やはり同じように赤色灯を設置してい

るものを緊急用というふうにみなすのか、それと

も赤十字社がただ軽自動車は全部緊急用だよと言

えば全部免除するというふうになるのでしょう

か。 

 この２点お願いします。 

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４２分 

再開 午前１１時４８分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 ８番、吉田議員への答弁を求めます。 

〇税務課長（堀内 学君） 答弁調整のため貴重

なお時間をいただきまして、大変ありがとうござ

いました。８番、吉田議員のご質問に答弁をさせ

ていただきたいと存じます。 

 まず、第81条のみなす課税でございますけれど

も、通常軽自動車税を賦課する場合につきまして

は、所有者ということになりますけれども、リー

ス契約で会社と契約を結んだ段階で売り主が使用

者として申告してくる場合もございますので、そ

ういった場合については売り主、要するに会社の
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ほうが軽自動車税を払うということになります。 

 それから、２番目でございますけれども、今議

員ご指摘のとおり、血液を運搬するなどする赤色

灯がついた車両になりますので、ご理解願いたい

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15号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第15号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第15号 余市町税条例等の一部を

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５０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。 

 なお、濱川高齢者福祉課長は身内不幸のため午

後から退席の旨届け出があり、これを許可したこ

とをご報告申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第13、議案第16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。 

〇まちづくり計画課長（亀尾次雄君） ただいま

上程となりました議案第16号 余市町手数料徴収

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。 

 本町で行っている事務の低炭素建築物認定及び

省エネ建築物認定審査について、建築主が低炭素

建築物認定及び省エネ建築物認定を町に申請する

際、事前に専門の機関に技術的審査の申請を行い、

当該機関から発行された適合証が添付された場合

は、町が審査すべき項目の大部分が除外されるた

め、事前審査のない場合の手数料より減額いたし

ております。この専門の機関のうち、エネルギー

の使用の合理化等に関する法律第76条第１項に規

定されている登録建築物調査機関が平成29年４月

１日に廃止され、新たに建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律第15条第１項の中で登録

建築物エネルギー消費性能判定機関が位置づけら

れることとなっております。また、低炭素建築物

認定の非住宅建築物の技術的審査において性能を

計算する方法として、モデル建物法が追加された

ことにより新たな審査手数料が発生することとな

り、これらの法改正等により余市町手数料徴収条

例において当該機関の引用部分を改正し、あわせ

て新たな審査手数料を徴収すべく条例を改正しよ

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16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29年３月６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
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３号）の一部を次のように改正する。 

 別表の40の項金額の欄第１号ア中「エネルギー

の使用の合理化等に関する法律（昭和54年法律第

49号）第76条第１項に規定する登録建築物調査機

関による技術的審査（以下「調査機関審査」とい

う。）又は」を削り、同号イ中「調査機関審査又

は」を削り、同欄第２号中「当該申請に係る１棟

の建築物の床面積の合計」を「場合」に改め、同

号中ア及びイを次のように改める。 

 ア 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用

の効率性その他の性能を、建物の用途ごとに建物

の形状、室の用途の構成等を仮定したモデルとな

る建物に対して、当該申請に係る建築物に導入さ

れる外皮及び設備の使用を適用し、当該モデルと

なる建物についてエネルギーの使用の効率性その

他の性能を計算する方法（以下「モデル建物法」

という。）で計算して認定を申請する場合 

 次に掲げる当該申請に係る１棟の建築物の床面

積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 （ア）床面積の合計（建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号）

第15条第１項に規定する登録建築物エネルギー消

費性能判定機関による技術的審査（以下「判定機

関審査」という。）を受けた場合） 

 Ａ 300平方メートル以内のもの １万円 

 Ｂ 300平方メートルを超えるもの ２万 

9,000円 

 （イ）床面積の合計（判定機関審査を受けてい

ない場合） 

 Ａ 300平方メートル以内のもの 10万3,000円 

 Ｂ 300平方メートルを超えるもの 16万 

8,000円 

 イ アに掲げる場合以外の場合 次に掲げる当

該申請に係る１棟の建築物の床面積の合計の区分

に応じ、それぞれ次に定める金額 

 （ア）床面積の合計（判定機関審査を受けた場

合） 

 Ａ 300平方メートル以内のもの １万円 

 Ｂ 300平方メートルを超えるもの ２万 

9,000円 

 （イ）床面積の合計（判定機関審査を受けてい

ない場合） 

 Ａ 300平方メートル以内のもの 25万8,000円 

 Ｂ 300平方メートルを超えるもの 41万 

2,000円 

 別表の41の項金額の欄第２号中「調査機関審査

又は」を削り、同欄第３号中「当該申請に係る１

棟の建築物の床面積の合計」を「場合」に改め、

同号中ア及びイを次のように改める。 

 ア 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用

の効率性その他の性能をモデル建物法で計算して

認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る

１棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額 

 （ア）床面積の合計（判定機関審査を受けた場

合） 

 Ａ 300平方メートル以内のもの １万円 

 Ｂ 300平方メートルを超えるもの ２万 

9,000円 

 （イ）床面積の合計（判定機関審査を受けてい

ない場合） 

 Ａ 300平方メートル以内のもの ５万7,000円 

 Ｂ 300平方メートルを超えるもの ９万 

8,000円 

 イ アに掲げる場合以外の場合 次に掲げる当

該申請に係る１棟の建築物の床面積の合計の区分

に応じ、それぞれ次に定める金額 

 （ア）床面積の合計（判定機関審査を受けた場

合） 

 Ａ 300平方メートル以内のもの １万円 

 Ｂ 300平方メートルを超えるもの ２万 

9,000円 

 （イ）床面積の合計（判定機関審査を受けてい

ない場合） 
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 Ａ 300平方メートル以内のもの 13万4,000円 

 Ｂ 300平方メートルを超えるもの 22万円 

 別表の42の項金額の欄第１号及び第２号中「調

査機関審査又は」を削り、同欄第３号中「第８条」

を「第10条」に、「調査機関審査」を「判定機関

審査」に改める。 

 別表の43の項金額の欄第２号及び第３号中「調

査機関審査又は」を削り、同欄第４号中「第８条」

を「第10条」に、「調査機関審査」を「判定機関

審査」に改める。 

 別表の44の項金額の欄第１号及び第２号中「調

査機関審査又は」を削り、同欄第３号中「調査機

関審査」を「判定機関審査」に改める。 

 附則 

 この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

 以上、上程されました議案第16号につきまして

提案理由をご説明申し上げましたので、よろしく

ご審議、ご決定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16号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第16号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第16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14、議案第17号 余

市町営住宅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

上程されました議案第17号 余市町営住宅条例の

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。 

 町営住宅山田団地浄化槽設置及び水洗化工事に

伴い、供用開始後において発生する浄化槽設備の

維持管理費について入居者に一定の負担を求める

こととなります。このため現行条例に規定されて

いる水道料金、下水道使用料と同様に入居者の負

担とする費用の規定の中に新たに浄化槽使用料を

追加し、あわせて使用料を徴収すべく条例を改正

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17号 余市町営住宅条例の一部を改正す

る条例案。 

 余市町営住宅条例の一部を改正する条例を次の

とおり制定する。 

 平成29年３月６日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町営住宅条

例の一部を改正する条例。 

 余市町営住宅条例（平成９年余市町条例第18号）

の一部を次のように改正する。 

 第20条第１号中「下水道」の次に「又は合併処
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理浄化槽（以下「浄化槽」という。）」を加える。 

 第20条の次に次の４条を加える。 

 （浄化槽の使用開始等の届出） 

 第20条の２ 入居者のうち浄化槽を使用する者

は、浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃

止し、又は現に休止しているその使用を再開した

ときは、遅滞なくその旨を規則で定めるところに

より届け出なければならない。 

 （浄化槽の使用料の算定） 

 第20条の３ 浄化槽の使用料の算定は、余市町

下水道条例（昭和63年余市町条例第16号。以下「下

水道条例」という。）第15条の規定を準用する。

この場合において、同条中「公共下水道」とある

のは「浄化槽」と読み替えるものとする。 

 （浄化槽の使用料の徴収） 

 第20条の４ 町長は、使用月ごとに浄化槽を使

用する者から使用料を徴収する。 

 ２ 浄化槽の使用料の徴収方法は、下水道条例

第16条の規定を準用する。 

 （浄化槽の使用料の減免） 

 第20条の５ 町長は、特別の事情があると認め

たときは、浄化槽の使用料を減免することができ

る。 

 第46条中「第20条」の次に「、第20条の２から

第20条の５まで」を加える。 

 附則 

 この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

 以上、上程されました議案第17号につきまして

提案理由をご説明申し上げましたので、よろしく

ご審議、ご決定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。 

〇12番（庄 巖龍君） １点お聞きいたします。 

 第20条の５項、減免措置でございますけれども、

町長は特別の事情があると認めたときは浄化槽の

使用料を減免することができるとなっております

が、こちらの町営住宅の条例につきまして町長は

どのような場合を想定をして減免をするというふ

うに考えていらっしゃるのか、それについてお聞

きしたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

〇まちづくり計画課長（亀尾次雄君） 12番、庄 

議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 減免でございます。これにつきましては、例え

ば水道の漏水等本人の使用にかかわらないで起き

た場合とか、そういうものを想定してございます。 

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、議案第17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17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17号 余市町営住宅条例の一部

を改正する条例案は、原案のとおり可決されまし

た。 
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〇議長（中井寿夫君） 日程第15、議案第18号 余

市町過疎地域自立促進市町村計画の変更について

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇企画政策課長（滝上晃一君） ただいま上程さ

れました議案第18号 余市町過疎地域自立促進市

町村計画の変更についてにつきまして、提案理由

のご説明を申し上げます。 

 平成28年度から平成32年度までの５カ年間を計

画期間とする余市町過疎地域自立促進市町村計画

につきましては、過疎地域自立促進特別措置法第

６条の規定に基づき本町における計画を策定し、

議決をいただいたところでございます。当該計画

を変更する場合には、過疎地域自立促進特別措置

法第６条第７項の規定により、当該自治体議会の

議決を経た上で、総務大臣、農林水産大臣及び国

土交通大臣に計画を提出することとされており、

当該計画に登載された事業につきましては過疎対

策事業債の申請が可能となるものでございます。

今般平成29年度以降において実施する６件の事業

において新たに計画に追加するとともに、国の示

している過疎地域自立促進市町村計画の作成例の

変更に伴う余市町公共施設等総合管理計画との整

合に関しての記載を追加いたしたく、余市町過疎

地域自立促進市町村計画の変更についてご提案申

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18号 余市町過疎地域自立促進市町村計

画の変更について。 

 余市町過疎地域自立促進市町村計画を変更した

いので、過疎地域自立促進特別措置法（平成12年

法律第15号）第６条第７項の規定に基づき、議会

の議決を求める。 

 平成29年３月６日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町過疎地域

自立促進市町村計画の変更について。 

 余市町過疎地域自立促進市町村計画を次のよう

に変更する。 

 目次中１ 基本的な事項に次のように加える。 

 （６）公共施設等総合管理計画との整合 

 目次中２ 産業の振興から９ 集落の整備まで

にそれぞれ次のように加える。 

 （４）公共施設等総合管理計画との整合 

 目次中10 その他地域の自立促進に関し必要な

事項に次のように加える。 

 （３）公共施設等総合管理計画との整合 

 １ 基本的な事項に次のように加える。 

 （６）公共施設等総合管理計画との整合 

 少子・高齢化等により長期的な人口の減少によ

る税収減、高齢化による扶助費等経費の増大等が

予想される中、高度経済成長期以降に整備した建

物系公共施設は築25年～45年の施設が多く、今後、

施設の大規模な改修・更新時期を集中して迎える

ため、多額の費用が予想されることからも、公共

施設等の数量と維持更新費を適正な水準に抑えな

がら、町民のニーズにあった質の高いサービスを

供提することが必要であり、建物系公共施設・土

木系公共施設・企業会計施設の状況を把握し、総

合的、かつ計画的な管理により、更新・統廃合・

長寿命化の推進、財政負担の軽減・平準化を目指

し、最適な配置を行うため本町の実情にあった余

市町公共施設等総合管理計画（以下「総合管理計

画」という。）を策定した。 

 この総合管理計画で定める公共施設等の整備や

維持・管理についての基本方針と整合性を図りな

がら、過疎対策に必要な事業を適切に実施する。 

 ２ 産業の振興の（３）計画の表の１ 産業の

振興の部に次のように加える。 

 （１）、基盤整備、農業、農業競争力基盤強化

特別対策事業、余市町。（２）、漁港施設、水産

基盤事業（水産物供給基盤機能保全事業）、北海

道。 

 ２ 産業の振興の（３）計画の表の１ 産業の

振興の部（９）過疎地域自立促進特別事業の款に
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次のように加える。 

 体験型観光資源発掘事業、内容、新たな体験型

観光資源を発掘する。必要性、余市町の経済・観

光発展につながるため。効果、観光・経済振興が

図られる。余市町。 

 ２ 産業の振興に次のように加える。 

 （４）公共施設等総合管理計画との整合 

 産業の振興に関する公共施設等については、各

々の施設等の現状及び利用状況などを十分に踏ま

え、総合管理計画に定める基本方針との整合性を

図りながら、過疎対策に必要な事業を適切に実施

する。 

 ３ 交通通信体系の整備、情報化及び地域間交

流の促進の（２）その対策に次のように加える。 

 コ 北海道横断自動車道余市・小樽間供用開始

にあわせ効果的なＰＲを実施し、地域の機運醸成

を図る。 

 ３ 交通通信体系の整備、情報化及び地域間交

流の促進の（３）計画の表の２ 交通通信体系の

整備、情報化及び地域間交流の促進の部（11）過

疎地域自立促進特別事業の款に次のように加え

る。 

 高速道路地域機運醸成事業、内容、高速道路Ｉ

Ｃ供用開始にあわせ地域の機運醸成につながる取

組を実施。必要性、北海道横断自動車道余市・小

樽間供用開始のタイミングを効果的なものとする

ため。効果、高速道路の供用開始による余市町の

魅力をＰＲすることで、ひとの流れを呼び込むと

ともに地域の受け入れ態勢の向上が図られる。余

市町。 

 ３ 交通通信体系の整備、情報化及び地域間交

流の促進に次のように加える。 

 （４）公共施設等総合管理計画との整合 

 交通通信体系の整備等に関する公共施設等につ

いては、各々の施設等の現状及び利用状況などを

十分に踏まえ、総合管理計画に定める基本方針と

の整合性を図りながら、過疎対策に必要な事業を

適切に実施する。 

 ４ 生活環境の整備に次のように加える。 

 （４）公共施設等総合管理計画との整合 

 生活環境の整備に関する公共施設等について

は、各々の施設等の現状及び利用状況などを十分

に踏まえ、総合管理計画に定める基本方針との整

合性を図りながら、過疎対策に必要な事業を適切

に実施する。 

 ５ 高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進の

（３）計画の表の４ 高齢者等の保健及び福祉の

向上及び増進の部に次のように加える。 

 （４）認定こども園、認定こども園施設整備事

業、余市町。 

 ５ 高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進に

次のように加える。 

 （４）公共施設等総合管理計画との整合 

 高齢者等の保健及び福祉に関する公共施設等に

ついては、各々の施設等の現状及び利用状況など

を十分に踏まえ、総合管理計画に定める基本方針

との整合性を図りながら、過疎対策に必要な事業

を適切に実施する。 

 ６ 医療の確保に次のように加える。 

 （４）公共施設等総合管理計画との整合 

 医療の確保に関する公共施設等については、各

々の施設等の現状及び利用状況などを十分に踏ま

え、総合管理計画に定める基本方針との整合性を

図りながら、過疎対策に必要な事業を適切に実施

する。 

 ７ 教育の振興の（３）計画の表の６ 教育の

振興の部に次のように加える。 

 （３）集会施設・体育施設その他、圧雪車更新

事業、余市町。 

 ７ 教育の振興に次のように加える。 

 （４）公共施設等総合管理計画との整合 

 教育の振興に関する公共施設等については、各

々の施設等の現状及び利用状況などを十分に踏ま

え、総合管理計画に定める基本方針との整合性を
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図りながら、過疎対策に必要な事業を適切に実施

する。 

 ８ 地域文化の振興等に次のように加える。 

 （４）公共施設等総合管理計画との整合 

 地域文化の振興等に関する公共施設等について

は、各々の施設等の現状及び利用状況などを十分

に踏まえ、総合管理計画に定める基本方針との整

合性を図りながら、過疎対策に必要な事業を適切

に実施する。 

 ９ 集落の整備に次のように加える。 

 （４）公共施設等総合管理計画との整合 

 集落の整備に関する公共施設等については、各

々の施設等の現状及び利用状況などを十分に踏ま

え、総合管理計画に定める基本方針との整合性を

図りながら、過疎対策に必要な事業を適切に実施

する。 

 10 その他地域の自立促進に関し必要な事項に

次のように加える。 

 （３）公共施設等総合管理計画との整合 

 地域の自立促進に関する公共施設等について

は、各々の施設等の現状及び利用状況などを十分

に踏まえ、総合管理計画に定める基本方針との整

合性を図りながら、過疎対策に必要な事業を適切

に実施する。 

 以上、上程されました議案第18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、参考資料として計画に係る新旧対照表を

添付しておりますので、ご高覧を賜りたいと存じ

ます。 

（何事か声あり） 

〇企画政策課長（滝上晃一君） 議案第18号につ

きまして、大変申しわけございません。議案にミ

スプリントがございましたので、ご訂正をお願い

したいと思います。 

 １ページ目の基本的な事項に次のように加える

の部分の中段、町民のニーズにあった質の高いサ

ービスを提供するというところを供提するという

ように間違った記載をしてしまいました。大変申

しわけございません。 

〇議長（中井寿夫君） それでは、議案第18号 余

市町過疎地域自立促進市町村計画の変更について

の１ページ目、基本的な事項に次のように加える。

（６）のその下６行目、質の高いサービスを供提

になっているところを提供というふうに直してい

ただきたいと思います。ただいま説明がありまし

たように、文字のミスプリントがありましたので、

訂正をお願いいたします。 

 提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第18号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第18号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第18号 余市町過疎地域自立促進

市町村計画の変更については、原案のとおり可決

されました。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、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16、議案第20号 余市町固定資産評価審査委員

会委員の選任につき同意を求めることについて、

日程第17、議案第21号 余市町固定資産評価審査

委員会委員の選任につき同意を求めることについ

て、日程第18、議案第22号 余市町固定資産評価

審査委員会委員の選任につき同意を求めることに

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16ないし日程第18を一括議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（嶋  保君） ただいま一括上程になり

ました議案第20号ないし議案第22号 余市町固定

資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め

ることについて、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 ご承知のとおり、本町固定資産評価審査委員会

委員については、商工業関係者、漁業関係者、農

業関係者より各１名、計３名の方々を議会の同意

をいただき、選任をいたしているところでござい

ますが、本年３月31日をもちまして任期満了とな

りますことから、それぞれ各団体へ後任者の推薦

をお願いいたしたところでございます。その結果、

このたび商工業関係者として余市郡余市町富沢町

14丁目７番地、内海博一氏を、漁業関係者として

余市郡余市町富沢町９丁目30番地、篠谷誠氏を、

農業関係者として余市郡余市町登町1210番地、野

網光春氏の推薦をいただいたところでございま

す。 

 地方税法第423条第３項には、固定資産評価審査

委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の

納税義務がある者、または固定資産の評価につい

て学識経験を有する者のうちから当該市町村の議

会の同意を得て市町村長が選任するという規定に

なってございますので、このたび議員皆様のお手

元に配付してございます余市郡余市町富沢町14丁

目７番地、内海博一氏、余市郡余市町富沢町９丁

目30番地、篠谷誠氏、余市郡余市町登町1210番地、

野網光春氏を余市町固定資産評価審査委員会委員

として選任同意を賜りたくご提案申し上げる次第

でございます。 

 内海博一氏につきましては、その略歴と職歴を

申し上げます。現住所は、余市郡余市町富沢町14丁

目７番地、昭和26年３月14日生まれでございます。

職歴といたしましては、昭和49年３月から昭和

53年９月まで株式会社東都水産に勤務し、昭和

53年11月に株式会社棒丸内海商店に入社し、平成

11年８月から平成25年７月まで代表取締役社長、

平成25年８月に代表取締役会長に就任され、現在

に至っております。公職歴としましては、平成16年

11月より平成22年10月まで余市商工会議所常議

員、平成22年11月より現在に至るまで余市商工会

議所副会頭、平成21年１月より現在に至るまで余

市水産加工業協同組合代表理事組合長、平成23年

４月には余市町固定資産評価審査委員会委員に就

任され、現在に至っております。 

 次に、篠谷誠氏でございますが、現住所は余市

郡余市町富沢町９丁目30番地、昭和27年１月24日

生まれでございます。職歴としましては、昭和40年

より漁業に従事し、昭和43年より事業主として漁

業を経営いたしております。公職歴といたしまし

ては、平成17年６月より現在に至るまで余市郡漁

業協同組合理事、平成23年６月より現在に至るま

で余市郡漁業協同組合代表理事組合長、平成26年

４月には余市町固定資産評価審査委員会委員に就

任され、現在に至っております。 

 次に、野網光春氏でございますが、現住所は余

市郡余市町登町1210番地、昭和39年３月４日生ま

れでございます。職歴としましては、昭和57年よ

り農業に従事し、平成16年より事業主として農業

を経営いたしております。公職歴としましては、
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平成20年４月より現在に至るまで余市町農業協同

組合理事、平成21年２月より現在に至るまで北海

道指導農業士、平成24年10月には余市町固定資産

評価審査委員会委員に就任され、現在に至ってお

ります。 

 以上、３名の方々についてその概略と職歴を申

し上げましたが、税務行政執行の上で固定資産評

価審査委員会委員として適任であると判断いた

し、ここにご提案申し上げる次第でございます。 

 それでは、お手元に配付しております議案を朗

読いたします。 

 議案第20号 余市町固定資産評価審査委員会委

員の選任につき同意を求めることについて。 

 余市町固定資産評価審査委員会委員に次の者を

選任いたしたいので、地方税法第423条第３項の規

定により議会の同意を求める。 

 平成29年３月24日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町富沢町14丁目７番地。氏名、内海博一。生

年月日、昭和26年３月14日生まれ。 

 議案第21号 余市町固定資産評価審査委員会委

員の選任につき同意を求めることについて。 

 余市町固定資産評価審査委員会委員に次の者を

選任いたしたいので、地方税法第423条第３項の規

定により議会の同意を求める。 

 平成29年３月24日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町富沢町９丁目30番地。氏名、篠谷誠。生年

月日、昭和27年１月24日生まれ。 

 議案第22号 余市町固定資産評価審査委員会委

員の選任につき同意を求めることについて。 

 余市町固定資産評価審査委員会委員に次の者を

選任いたしたいので、地方税法第423条第３項の規

定により議会の同意を求める。 

 平成29年３月24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

余市町登町1210番地。氏名、野網光春。生年月日、

昭和39年３月４日。 

 以上、一括上程されました議案第20号ないし議

案第22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、ご同意を賜

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20号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第20号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第20号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第20号 余市町固定資産評価審査

委員会委員の選任につき同意を求めることについ

ては、原案のとおり同意可決されました。 

 次に、議案第21号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第21号については委員会の付託を
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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21号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第21号 余市町固定資産評価審査

委員会委員の選任につき同意を求めることについ

ては、原案のとおり同意可決されました。 

 次に、議案第22号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第22号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第22号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第22号 余市町固定資産評価審査

委員会委員の選任につき同意を求めることについ

ては、原案のとおり同意可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 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19、議案第23号 余市町政治倫理審査会委員の

選任について、日程第20、議案第24号 余市町政

治倫理審査会委員の選任について、日程第21、議

案第25号 余市町政治倫理審査会委員の選任につ

いて、日程第22、議案第26号 余市町政治倫理審

査会委員の選任について、日程第23、議案第27号 

 余市町政治倫理審査会委員の選任について、日

程第24、議案第28号 余市町政治倫理審査会委員

の選任について、日程第25、議案第29号 余市町

政治倫理審査会委員の選任についての以上７件を

一括議題とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、日程第19ないし日程第25を一括議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（嶋  保君） ただいま一括上程になり

ました議案第23号ないし議案第29号 余市町政治

倫理審査会委員の選任についてにつきまして、提

案理由をご説明申し上げます。 

 現在ご委嘱申し上げております余市町政治倫理

審査会委員の任期が本年３月31日をもって満了と

なりますことから、平成29年４月１日から平成

31年３月31日までの２年間における余市町政治倫

理審査会委員７人の選任に当たりご同意を賜りた

く、余市町政治倫理条例第５条第２項の規定に基

づき今般ご提案申し上げる次第であります。 

 審査会の委員につきましては、政治倫理の審査

に関し専門的知識を有する者として国立大学法人

小樽商科大学教授を、さらには地方自治法第18条

の規定に基づく選挙権を有する者として６人の方

をそれぞれ人選いたしました。 

 ７人の方々の氏名等を申し上げます。札幌市手

稲区曙２条５丁目５番地３、石黒匡人氏、小樽商

科大学の教授をされてございます。余市郡余市町

栄町1016番地、北島敏子氏、余市町明るい選挙推

進協議会副会長をされてございます。余市郡余市

町沢町２丁目29番地、鈴木迪子氏、余市町女性団

体連絡協議会副会長をされてございます。余市郡

余市町大川町８丁目５番地、芳賀よう子氏、人権



－193－ 

擁護委員をされてございます。余市郡余市町富沢

町２丁目21番地、平岩聖司氏、行政相談員をされ

てございます。余市郡余市町富沢町５丁目65番地、

平田進氏、余市町教育委員会委員をされてござい

ます。余市郡余市町大川町14丁目20番地、安本幹

雄氏、余市町区会連合会副会長をされてございま

す。以上の方々が余市町政治倫理審査会委員とし

て最も適任であると判断いたしましたので、ここ

にご提案申し上げる次第でございます。 

 それでは、議案を朗読いたします。 

 議案第23号 余市町政治倫理審査会委員の選任

について。 

 余市町政治倫理審査会委員に次の者を選任いた

したいので、余市町政治倫理条例第５条第２項の

規定により議会の同意を求める。 

 平成29年３月24日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、札幌市

手稲区曙２条５丁目５番地３、氏名、石黒匡人、

生年月日、昭和32年10月８日生まれ。 

 議案第24号 余市町政治倫理審査会委員の選任

について。 

 余市町政治倫理審査会委員に次の者を選任いた

したいので、余市町政治倫理条例第５条第２項の

規定により議会の同意を求める。 

 平成29年３月24日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町栄町1016番地、氏名、北島敏子、生年月日、

昭和16年８月12日生まれ。 

 議案第25号 余市町政治倫理審査会委員の選任

について。 

 余市町政治倫理審査会委員に次の者を選任いた

したいので、余市町政治倫理条例第５条第２項の

規定により議会の同意を求める。 

 平成29年３月24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

余市町沢町２丁目29番地、氏名、鈴木迪子、生年

月日、昭和16年12月５日生まれ。 

 議案第26号 余市町政治倫理審査会委員の選任

について。 

 余市町政治倫理審査会委員に次の者を選任いた

したいので、余市町政治倫理条例第５条第２項の

規定により議会の同意を求める。 

 平成29年３月24日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町大川町８丁目５番地、氏名、芳賀よう子、

生年月日、昭和28年12月７日生まれ。 

 議案第27号 余市町政治倫理審査会委員の選任

について。 

 余市町政治倫理審査会委員に次の者を選任いた

したいので、余市町政治倫理条例第５条第２項の

規定により議会の同意を求める。 

 平成29年３月24日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町富沢町２丁目21番地、氏名、平岩聖司、生

年月日、昭和43年６月６日生まれ。 

 議案第28号 余市町政治倫理審査会委員の選任

について。 

 余市町政治倫理審査会委員に次の者を選任いた

したいので、余市町政治倫理条例第５条第２項の

規定により議会の同意を求める。 

 平成29年３月24日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町富沢町５丁目65番地、氏名、平田進、生年

月日、昭和24年９月20日生まれ。 

 議案第29号 余市町政治倫理審査会委員の選任

について。 

 余市町政治倫理審査会委員に次の者を選任いた

したいので、余市町政治倫理条例第５条第２項の

規定により議会の同意を求める。 

 平成29年３月24日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町大川町14丁目20番地、氏名、安本幹雄、生

年月日、昭和16年６月29日生まれ。 

 以上、一括上程されました議案第23号ないし議



－194－ 

案第29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、ご同意賜りま

すようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 一括議題の議案７件について、これより質疑を

行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 まず、議案第23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23号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第23号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第23号 余市町政治倫理審査会委

員の選任については、原案のとおり同意可決され

ました。 

 次に、議案第24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24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24号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第24号 余市町政治倫理審査会委

員の選任については、原案のとおり同意可決され

ました。 

 次に、議案第25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25号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第25号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第25号 余市町政治倫理審査会委

員の選任については、原案のとおり同意可決され

ました。 

 次に、議案第26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26号については委員会の付託を

省略することに決しました。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第26号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第26号 余市町政治倫理審査会委

員の選任については、原案のとおり同意可決され

ました。 

 次に、議案第27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27号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第27号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第27号 余市町政治倫理審査会委

員の選任については、原案のとおり同意可決され

ました。 

 次に、議案第28号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第28号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第28号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第28号 余市町政治倫理審査会委

員の選任については、原案のとおり同意可決され

ました。 

 次に、議案第29号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第29号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第29号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第29号 余市町政治倫理審査会委

員の選任については、原案のとおり同意可決され

ました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第26、議案第30号 余

市町副町長の選任につき同意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） ただいま上程になりまし
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た議案第30号 余市町副町長の選任につき同意を

求めることについて、提案理由のご説明を申し上

げます。 

 本町の副町長でございます鍋谷慎二氏が３月

31日をもちまして任期満了となることから、地方

自治法第162条の規定に基づき本定例会において

選任同意を求めるものでございます。 

 ご承知のとおり、地方自治法第162条には、副町

長は普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこ

れを選任するということになってございますの

で、今回議員各位のお手元に配付してございます

余市郡余市町大川町９丁目49番地37、鍋谷慎二氏

を余市町副町長として再度ご同意賜りたくご提案

申し上げる次第でございます。 

 鍋谷慎二氏の職歴等について申し上げます。本

籍につきましては、余市郡余市町大川町９丁目

49番地37、現住所につきましても本籍と同様でご

ざいます。生年月日は、昭和31年11月７日生まれ、

現在60歳でございます。職歴といたしましては、

昭和50年４月、余市町役場に奉職、平成４年８月、

総務部税務課資産税係長、平成８年４月、余市町

議会事務局庶務係長兼ねて調査係長、平成10年４

月、余市町議会事務局議事係長、平成12年４月、

余市町議会事務局次長兼ねて庶務係長、平成16年

４月、余市町議会事務局長、平成21年４月、総務

部行政改革推進課長、平成23年１月、総務部総務

課長、平成24年10月、総務部長を歴任され、平成

25年４月１日をもって余市町副町長に就任し、現

在までご活躍をいただいている方でございます。 

 以上、職歴等を申し上げましたが、現在行政執

行の中で余市町副町長として最も適任であると判

断いたしましたので、ここにご提案申し上げる次

第でございます。 

 それでは、議案を朗読申し上げます。 

 議案第30号 余市町副町長の選任につき同意を

求めることについて。 

 余市町副町長に次の者を選任いたしたいので、

地方自治法第162条の規定により議会の同意を求

める。 

 平成29年３月24日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町大川町９丁目49番地37。氏名、鍋谷慎二。

生年月日、昭和31年11月７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。 

 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、議案第30号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第30号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第30号 余市町副町長の選任につ

き同意を求めることについては、原案のとおり同

意可決されました。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時０２分 

再開 午後 ２時０４分 
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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27、議案第31号 余

市町教育委員会教育長の任命につき同意を求める

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） ただいま上程になりまし

た議案第31号 余市町教育委員会教育長の任命の

選任につき同意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。 

 本町の教育委員会教育長でございます中村寿仁

氏が３月31日をもちまして退職することから、後

任者として庁内職員の中から適任者を登用する考

えで、このたび地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第４条第１項の規定に基づきまして本定

例会において任命同意を求めるものでございま

す。 

 ご承知のとおり、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第１項には、教育長は当該地

方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が

高潔で、教育行政に関し識見を有する者のうちか

ら、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命す

る。さらに、同法第５条第１項では教育長の任期

は３年とし、委員の任期は４年とする。ただし、

補欠の教育長、または委員の任期は、前任者の残

任期間とするということになってございますの

で、今回議会各位のお手元に配付いたしてござい

ます余市郡余市町黒川町17丁目27番地２、佐々木

隆氏を余市町教育委員会教育長として議会のご同

意を賜りたく、ご提案申し上げる次第でございま

す。 

 佐々木隆氏の職歴等について申し上げます。本

籍につきましては、余市郡余市町黒川町17丁目

27番地２、現住所につきましても本籍と同様でご

ざいます。生年月日は、昭和33年１月22日生まれ

で、現在59歳でございます。職歴といたしまして

は、昭和51年４月、余市町役場に奉職、平成５年

４月、民生部福祉課高齢者対策室高齢者対策係長、

平成７年４月、経済部商工観光課商工労政係長、

平成10年４月、民生部福祉課高齢者対策室介護保

険準備係長、平成10年10月、民生部高齢者対策課

介護保険係長、平成13年５月、民生部高齢者福祉

課介護保険係長、平成17年５月、民生部環境対策

課主幹、平成22年４月、民生部町民福祉課長、平

成25年４月、総務部長、平成27年４月、民生部長

を歴任されている方でございます。 

 以上、職歴等を申し述べましたが、佐々木隆氏

が余市町教育委員会教育長として最も適任である

と判断いたしましたので、ここにご提案申し上げ

る次第でございます。 

 それでは、議案を朗読申し上げます。 

 議案第31号 余市町教育委員会教育長の任命に

つき同意を求めることについて。 

 余市町教育委員会教育長に次の者を任命いたし

たいので、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第４条第１項の規定により議会の同意を求め

る。 

 平成29年３月24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

余市町黒川町17丁目27番地２。氏名、佐々木隆。

生年月日、昭和33年１月22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。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第31号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第31号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第31号 余市町教育委員会教育長

の任命につき同意を求めることについては、原案

のとおり同意可決されました。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時１０分 

再開 午後 ２時１２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） 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28、

意見案第１号 介護保険制度の見直しを求める要

望意見書、日程第29、意見案第２号 無料公衆無

線ＬＡＮ（Ｗｉ―Ｆｉ）環境の整備促進を求める

要望意見書、日程第30、意見案第３号 海洋ごみ

の処理推進を求める要望意見書、日程第31、意見

案第４号 国民健康保険財政調整交付金削減のペ

ナルティーの廃止に係る要望意見書、日程第32、

意見案第５号 「準要保護世帯」に対する就学援

助の拡充等を求める要望意見書、日程第33、意見

案第６号 新たに創設される給付型奨学金の規模

拡充を求める要望意見書の以上６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28ないし日程第33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６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 介護保険制度の見直し

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 無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗ

ｉ―Ｆｉ）環境の整備促進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 海洋ごみの処理推進を

求める要望意見書は、原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、意見案第４号を採決いたします。 
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 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 国民健康保険財政調整

交付金削減のペナルティーの廃止に係る要望意見

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 「準要保護世帯」に対

する就学援助の拡充等を求める要望意見書は、原

案のとおり可決されました。 

 次に、意見案第６号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第６号 新たに創設される給付

型奨学金の規模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34、意見案第７号 

 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交代制労

働の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 安全・安心の医療・介

護の実現と夜勤交代制労働の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35、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。 
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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29年余市町議会第１回定例会

を閉会いたします。 

閉 会 午後 ２時１９分 
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