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平成２９年余市町議会第２回定例会会議録（第４号）

開 議  午前１０時００分 

閉 会  午後 ２時２７分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２９年６月２０日（火曜日）     

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開 議             

  平成２９年６月２３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  髙 橋 伸 明 

  税  務  課  長  堀 内   学 

  民 生 部 長  須 藤 明 彦 

  町 民 福 祉 課 長  上 村 友 成 

  高 齢 者 福 祉 課 長  増 田 豊 実 

  保 健 課 長  濱 川 龍 一 

  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  阿 部 弘 亨 

  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  山 本 金 五 

  農業委員会事務局長  中 村 利 美 

  教 育 委 員 会 教 育 長  佐々木   隆 

  教 育 部 長  小 俣 芳 則 

  学 校 教 育 課 長  羽 生 満 広 
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  社 会 教 育 課 長  松 井 正 光 

  選挙管理委員会事務局長  小 林 広 勝 

  監 査 委 員 事 務 局 長  澤 辺 成 徳 

〇事務局職員出席者            

  事  務  局  長  杉 本 雅 純 

  議 事 係 長  枝 村   潤 

  書         記  阿 部 航 大 

〇議 事 日 程            

  第 １ 議案第 １号 平成２９年度余市町 

      一般会計補正予算（第１号）    

  第 ２ 議案第 ２号 平成２９年度余市町 

      介護保険特別会計補正予算（第１号） 

  第 ３ 議案第 ３号 余市町乳幼児等医療 

      費の助成に関する条例の一部を改正 

      する条例案 

  第 ４ 議案第 ４号 余市町農業委員会の 

      委員の任命につき同意を求めること 

      について             

  第 ５ 議案第 ５号 余市町農業委員会の 

      委員の任命につき同意を求めること 

      について             

  第 ６ 議案第 ６号 余市町農業委員会の 

      委員の任命につき同意を求めること 

      について             

  第 ７ 議案第 ７号 余市町農業委員会の 

      委員の任命につき同意を求めること 

      について             

  第 ８ 議案第 ８号 余市町農業委員会の 

      委員の任命につき同意を求めること 

      について             

  第 ９ 議案第 ９号 余市町農業委員会の 

      委員の任命につき同意を求めること 

      について             

  第１０ 議案第１０号 余市町農業委員会の 

      委員の任命につき同意を求めること 

      について             

  第１１ 議案第１１号 余市町農業委員会の 

      委員の任命につき同意を求めること 

      について             

  第１２ 議案第１２号 余市町農業委員会の 

      委員の任命につき同意を求めること 

      について             

  第１３ 議案第１３号 余市町農業委員会の 

      委員の任命につき同意を求めること 

      について             

  第１４ 議案第１４号 余市町農業委員会の 

      委員の任命につき同意を求めること 

      について             

  第１５ 議案第１５号 余市町農業委員会の 

      委員の任命につき同意を求めること 

      について             

  第１６ 議案第１６号 余市町農業委員会の 

      委員の任命につき同意を求めること 

      について             

  第１７ 議案第１７号 余市町農業委員会の 

      委員の任命につき同意を求めること 

      について             

  第１８ 議案第１８号 余市町農業委員会の 

      委員の任命につき同意を求めること 

      について             

  第１９ 議案第１９号 余市町農業委員会の 

      委員の任命につき同意を求めること 

      について             

  第２０ 諮問第 １号 人権擁護委員の推薦 

      につき意見を求めることについて  

  第２１ 報告第 １号 繰越明許費繰越計算 

      書について            

  第２２ 報告第 ２号 株式会社北後志第一 

      清掃公社の第４０期（平成２８年度） 

      経営状況の報告について      

  第２３ 報告第 ３号 株式会社余市振興公 

      社の第２６期（平成２８年度）経営 
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      状況の報告について        

  第２４ 報告第 ４号 株式会社まほろば宅 

      地管理公社の第６期（平成２８年度） 

      経営状況の報告について      

  第２５ 決議案第１号 余市町議会と会津若 

      松市議会との友好交流宣言に関する 

      決議               

  第２６ 意見案第１号 国民皆保険の堅持等 

      を求める要望意見書        

  第２７ 意見案第２号 核兵器禁止条約の交 

      渉会議に参加し、条約実現に真剣に 

      努力するよう求める要望意見書   

  第２８ 意見案第３号 「新たな高校教育に 

      関する指針」の見直しに関する要望 

      意見書              

  第２９ 意見案第４号 特別支援学校の設置 

      基準の策定及び特別支援学級の学級 

      編制基準の改善を求める要望意見書 

  第３０ 意見案第５号 「国の責任による３ 

      ５人以下学級の前進」を求める要望 

      意見書              

  第３１ 意見案第６号 林業・木材産業の成 

      長産業化に向けた施策の充実・強化 

      を求める要望意見書        

  第３２ 意見案第７号 地方財政の充実・強 

      化を求める要望意見書       

  第３３ 意見案第８号 学校給食の拡充・無 

      料化を求める要望意見書      

  第３４ 意見案第９号 平成２９年度北海道 

      最低賃金改正等に関する要望意見書 

  第３５ 意見案第１０号 ギャンブル等依存 

      症対策の抜本的強化を求める要望意 

      見書               

  第３６ 意見案第１１号 国の教育予算をふ 

      やして「高校無償化」を復活し、給 

      付制奨学金制度の確立を求める要望 

      意見書              

  第３７ 意見案第１２号 雪崩遭難者救助対 

      策の推進を求める要望意見書    

  第３８ 意見案第１３号 オスプレイ飛行訓 

      練の中止等を求める要望意見書   

  第３９ 議員の派遣について 

  第４０ 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２回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は17名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 なお、庄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。 

〇議長（中井寿夫君） 昨日議会運営委員会が開

催されましたので、その結果について委員長から

の報告を求めます。 

〇18番（溝口賢誇君） 昨日委員会室におきまし

て議会運営委員会が開催されましたので、その審

議経過並びに結果につきまして私からご報告申し

上げます。 

 委員７名の出席のもと、さらに説明員として鍋

谷副町長、前坂総務部長、須貝総務課長の出席が

ありましたことをご報告申し上げます。 

 今回審議されました内容につきましては、追加

案件についてであります。新たに追加されました

案件は、議案16件、諮問１件、決議案１件、意見

案13件、議員の派遣について、閉会中の継続審査

調査申出についてでございます。 

 なお、日程の割り振りにつきましては、議員各

位のお手元に日程表が配付されておりますので、

省略させていただきます。 

 さらに、内容につきましてご報告申し上げます。 

 日程第４、議案第４号 余市町農業委員会の委
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員の任命につき同意を求めることについてないし

日程第18、議案第18号 余市町農業委員会の委員

の任命につき同意を求めることについてまでの議

案15件につきましては、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19号 余市町農業委員会の委

員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20、諮問第１号 人権擁護委員の推薦に

つき意見を求めることについてにつきましては、

即決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第25、決議案第１号 余市町議会と会津若

松市議会との友好交流宣言に関する決議につきま

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26、意見案第１号 国民皆保険の堅持等

を求める要望意見書ないし日程第38、意見案第

13号 オスプレイ飛行訓練の中止等を求める要望

意見書までの意見案13件につきましては、議員発

議でありますので、それぞれ即決にてご審議いた

だくことに決しました。 

 なお、意見案第１号ないし意見案第９号につき

ましては、一括上程の上、ご審議いただくことに

決しました。 

 日程第39、議員の派遣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40、閉会中の継続審査調査申出について

であります。 

 以上を申し上げまして、議会運営委員会の報告

といたします。 

〇議長（中井寿夫君） 委員長の報告が終わりま

した。 

 ただいま議会運営委員会の委員長から報告あり

ましたとおり、議案16件、諮問１件、決議案１件、

意見案13件、議員の派遣について、閉会中の継続

審査調査申出についてを本日の日程に追加し、議

題とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案16件、諮問１件、決議案１件、意

見案13件、議員の派遣について、閉会中の継続審

査調査申出についてを本日の日程に追加し、議題

とすることに決定いたしました。 

 なお、追加後の日程は、お手元に配付の日程表

のとおりであります。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、議案第１号 平

成29年度余市町一般会計補正予算（第１号）を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（嶋  保君） ただいま上程されました

議案第１号 平成29年度余市町一般会計補正予算

（第１号）について、その概要をご説明申し上げ

ます。 

 今回ご提案いたしました補正予算につきまして

は、平成28年度の歳入歳出確定に伴い、平成29年

度への繰越金が３億246万4,501円と確定したこと

から、法令に基づく財政調整基金への積立金と余

市町農業協同組合が産地パワーアップ事業により

実施するリンゴ選別システムの導入に対する補助

金の計上、さらには国の事業採択を受け実施して

おりますワインツーリズムプロジェクト実施事業

の平成29年度の交付決定通知を受けたことに伴う

関連経費の追加補正計上を行ったものでありま

す。 

 次に、ただいま申し上げました以外の各款にお

ける主な補正内容について歳出からご説明申し上

げます。総務費におきましては、寄附に伴う積立

金の補正計上を行ったものであります。 

 民生費におきましては、介護サービス事業所の

スプリンクラー導入に係る地域介護・福祉空間整

備等補助金と大川保育所保育室改修工事、さらに

は黒川児童館での地域子育て支援拠点事業実施に
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係る各種経費の補正計上を行ったものでありま

す。 

 衛生費におきましては、周産期医療支援事業に

係る本町負担額と町営斎場建替事業に係る管理用

道路用地購入費の補正計上を行ったものでありま

す。 

 農林水産業費におきましては、荒廃農地等利活

用促進交付金の補正計上を行ったものでありま

す。 

 土木費におきましては、補助申請件数の増など

により不足が見込まれます空家住宅除却費補助金

と余市川桜づつみ桜剪定に係る公園施設管理委託

料の増額補正計上を行ったものであります。 

 教育費におきましては、寄附に伴う各小中学校

の図書購入費の増額と図書館暖房ボイラー取替工

事の補正計上を行ったものであります。 

 次に、歳入についてご説明申し上げます。歳入

につきましては、国、道支出金等の特定財源に求

めるとともに、必要となる一般財源については繰

越金に求めて、歳出との均衡を図ったものであり

ます。 

 この結果、今回の補正予算額２億2,308万

4,000円を既定予算に追加した予算総額は84億

8,308万4,000円と相なった次第であります。 

 以上、今回ご提案いたしました補正予算（第１

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（髙橋伸明君） 議案第１号 平成29年

度余市町一般会計補正予算（第１号）。 

 平成29年度余市町の一般会計の補正予算（第１

号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ２億2,308万4,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ84億8,308万4,000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29年６月20日提出、余市町長、嶋  保。 

 歳出からご説明申し上げます。３ページをお開

き願います。下段でございます。３、歳出、２款

総務費、１項総務管理費、４目財産管理費、補正

額１億7,099万3,000円、25節積立金１億7,099万

3,000円につきましては、決算剰余金のうち法令に

基づく財政調整基金積立金１億7,000万円、寄附に

よる社会福祉施設等建設基金積立金30万円、余市

町ふるさと応援寄附金基金積立金69万3,000円の

計上でございます。 

 次のページをお開き願います。14目地方創生推

進交付金事業費、補正額1,470万円、１節報酬、８

節報償費につきましては、節の組みかえ計上でご

ざいます。11節需用費から19節負担金補助及び交

付金につきましては、事業採択によるワインツー

リズムプロジェクト実施事業の関係経費の追加計

上でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総

務費、補正額ゼロ円につきましては、補助事業実

施に伴う財源の振りかえ計上でございます。 

 ９目老人福祉費、補正額144万4,000円、19節負

担金補助及び交付金144万4,000円につきまして

は、介護サービス事業所のスプリンクラー設置に

係る地域介護・福祉空間整備等補助金の計上でご

ざいます。 

 10目介護保険費、補正額31万3,000円、28節繰出

金31万3,000円につきましては、介護保険特別会計

繰出金の追加計上でございます。 

 ３款民生費、２項児童福祉費、３目町立保育所

費補正額200万円、15節工事請負費200万円につき

ましては、大川保育所の保育室改修工事の補正計

上でございます。 

 ４目黒川児童館費、補正額183万8,000円、７節
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賃金から18節備品購入費につきましては、地域子

育て支援拠点事業実施に係る経費の補正計上でご

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４万1,000円、19節負担金補助及び交

付金４万1,000円につきましては、周産期医療支援

事業に係る本町負担分の計上でございます。 

 ４目環境衛生費、補正額10万円、17節公有財産

購入費10万円につきましては、町営斎場建替事業

に伴う管理用道路用地取得のための補正計上でご

ざいます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興

費、補正額2,320万円、19節負担金補助及び交付金

2,320万円につきましては、荒廃農地等利用促進交

付金20万円、余市町農業協同組合のリンゴの選別

システム導入に対する産地パワーアップ事業補助

金2,000万円、また同システムの設置に係る経費補

助として産地競争力強化支援事業補助金300万円

の計上でございます。 

 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、

補正額213万2,000円、１節報酬、９節旅費につき

ましては、空家対策協議会設置に伴う委員報酬及

び費用弁償の計上でございます。19節負担金補助

及び交付金200万円につきましては、申請件数の増

加見込みによる空家住宅除却費補助金の増額計上

でございます。 

 次のページをお開き願います。８款土木費、５

項都市計画費、２目公園管理運営事業費、補正額

288万9,000円、13節委託料288万9,000円につきま

しては、余市川桜づつみ桜剪定業務に係る公園施

設管理委託料の増額補正でございます。 

 10款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、

補正額16万5,000円、18節備品購入費16万5,000円

につきましては、寄附による学校図書館用図書購

入費の追加計上でございます。 

 10款教育費、３項中学校費、１目学校管理費、

補正額13万5,000円、18節備品購入費13万5,000円

につきましては、寄附による学校図書館用図書購

入費の追加計上でございます。 

 10款教育費、４項社会教育費、４目図書館費、

補正額313万4,000円、15節工事請負費313万

4,000円につきましては、図書館暖房ボイラーの不

調に伴う取替工事費の補正計上でございます。 

 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。

２ページをお開き願います。下段でございます。

２、歳入、14款国庫支出金、２項国庫補助金、１

目総務費国庫補助金、補正額735万円、１節総務費

国庫補助金735万円につきましては、歳出における

ワインツーリズムプロジェクト実施事業に係る地

方創生推進交付金の計上でございます。 

 ２目民生費国庫補助金、補正額406万2,000円、

１節社会福祉費国庫補助金144万4,000円につきま

しては、歳出における地域介護・福祉空間整備等

補助金に係る交付金の計上でございます。２節児

童福祉費国庫補助金261万8,000円につきまして

は、歳出における地域子育て支援拠点事業に係る

子ども・子育て支援交付金の計上でございます。 

 15款道支出金、２項道補助金、２目民生費道補

助金、補正額261万8,000円、２節児童福祉費道補

助金につきましては、歳出における地域子育て支

援拠点事業に係る子ども・子育て支援交付金の計

上でございます。 

 ４目農林水産業費道補助金、補正額2,020万円、

１節農業費道補助金2,020万円につきましては、歳

出における荒廃農地等活用促進交付金に係る交付

金20万円、同じく産地パワーアップ事業補助金に

係る補助金2,000万円の補正計上でございます。 

 17款寄附金、１項寄附金、２目総務費寄附金、

補正額69万3,000円、１節総務費寄附金69万

3,000円につきましては、余市町ふるさと応援寄附

金でございます。寄附者のご芳名を申し上げます。

町外在住の園田保男様、福島演雄様からそれぞれ

３万円、波戸一夫様、田中久司様、益井睦子様、

高比仁子様、荒井郁子様からそれぞれ１万
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5,000円、森田美代子様、足立福生様からそれぞれ

１万円のほか、匿名者29名でございます。 

 ３目民生費寄附金、補正額30万円、１節民生費

寄附金30万円につきましては、社会福祉寄附金と

いたしまして佐藤政志様から10万円、大谷覺様か

ら20万円でございます。 

 ４目教育費寄附金、補正額30万円、１節教育費

寄附金30万円につきましては、町外匿名希望の方

より小中学校図書館図書購入寄附金でございま

す。いずれもご寄附をいただいた方のご意向に沿

った予算措置をさせていただいたものでございま

す。 

 19款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

１億8,756万1,000円、１節繰越金１億8,756万

1,000円につきましては、必要となる一般財源の追

加計上でございます。 

 以上、議案第１号の提案理由につきましてご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇８番（吉田浩一君） １点お伺いします。 

 ６ページの土木費の都市計画費、桜づつみの剪

定なのですけれども、これはどこからどこまでの

範囲をやる予定なのでしょうか。お願いします。 

〇建設課長（高橋良治君） ８番、吉田議員のご

質問にご答弁申し上げます。 

 場所につきましては、山田町の567の５地先の道

道然別余市線と町道旧然別余市線の交点付近から

黒川町６丁目41番の３地先のニッカ工場付近で、

余市川下流の右岸、左岸側の約５キロの区間でご

ざいますので、ご理解願いたいと思います。 

〇８番（吉田浩一君） 田川橋から下流の両方の

堤防ということですよね、今のあれでは。あそこ

は、管理は北海道ではないのでしょうか。それで、

北海道のところなら北海道にやってもらうべきな

のではないかなと思うのですけれども、いかがで

しょうか。 

〇建設課長（高橋良治君） ８番、吉田議員の再

度のご質問にご答弁申し上げます。 

 北海道の河川敷地でございますけれども、現在

桜については余市町で管理する桜の木もございま

す。その場所が先ほど申し上げた区間の約５キロ

の区間でございます。道の管理する桜の木もござ

います。それについては、水明閣の付近と、ニッ

カ工場側の付近は道で管理する桜でございますけ

れども、その他の木につきましては余市町で道に

占用許可をもらって植樹している木でございます

ので、ご理解願いたいと思います。 

〇８番（吉田浩一君） 場所とその背景はわかり

ました。 

 どういう剪定をするのか。以前は観光協会、今

でも毎年観光協会が主催で雪解けの後に桜の剪定

をしているのだけれども、年々木が大きくなって

きて、以前は手の届くところができた、観光協会

でやったときも手が届くところでやっていたので

すけれども、今はどんどん木が大きくなって、手

が届かなくなってきている。それで、観光協会で

やっている桜づつみの清掃も主にごみ拾いがメー

ンになってしまっているのです。それで、かなり

枯れ枝とか、桜の木はてんぐ巣病がたくさんある

のですけれども、その辺はある程度全部落とすよ

うなやり方をやるのか。それで、落としたやつは

全部片づけてくれるのかどうか、その辺はどうな

っているでしょうか。 

〇建設課長（高橋良治君） ８番、吉田議員の再

度のご質問にご答弁申し上げます。 

 ことしにおきましても観光協会でごみ拾いとい

うか、枝をメーンに清掃作業をしていただいてお

りますけれども、このたびの桜の剪定につきまし

ては、てんぐ巣病にかかってしまった部分を取り

除きます。その切り口に薬剤を塗りまして、菌の

侵入を防ぐ措置を行います。切った枝につきまし
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ては、産廃業者に搬入し、処理するということで

考えてございますので、ご理解願いたいと思いま

す。 

〇４番（岸本好且君） 今の関連で質問いたしま

す。 

 実は、この桜並木の管理、町外からもこの通り

がきれいだということで大変注目されているので

すけれども、今回剪定は剪定でするということで

あれなのですけれども、この作業としては今回委

託料288万9,000円ですか、剪定のみの委託料なの

か。管理を含む中でちょっと心配されているのは、

今大きな木のこともあったのですけれども、若木

で根の周りが、これ見たらわかるのですけれども、

相当皮が、ネズミだと思うのですけれども、せっ

かくの剪定しても特に若い木はネズミが食べる傾

向があると思うのですけれども、そういうものも

今回はこれは含まれていない、あくまで剪定だけ

ということでよろしいのでしょうか。 

〇建設課長（高橋良治君） ４番、岸本議員のご

質問にご答弁申し上げます。 

 剪定のみかというご質問につきましては、これ

につきましてはやはり私たちも現地を調査して、

ネズミの被害等もございます。その中で、来年度

桜を見に来る方に喜んでもらえるような形という

ことも考えた中では、ネズミの被害受けている下

の部分ですけれども、ございます。その部分も含

めた中で木を守るという形で考えてございますの

で、ご理解願いたいと思います。 

〇４番（岸本好且君） そこを把握しているとい

うことですけれども、よく見たら根の周りに網を

巻いているのですけれども、もう既にそれも穴が

あいている状態で、とれているところもたくさん

見受けられますので、これは来年に向けてのこと

になると思いますけれども、やはり肝心なところ

が管理されていないことで桜の木が、特に若木が

だめになるということで、せっかくここまで育っ

た木ですので、しっかりした管理をお願いしたい

と思います。 

〇14番（大物 翔君） 私のほうからは、５ペー

ジの６款の農林水産業費の荒廃農地等利活用促進

交付金の部分なのですけれども、こちらは多分あ

る程度手を加えてあげれば利活用を再開できる農

地が主な対象なのではないかなと思うのですけれ

ども、今回予算を組むに当たって対象となり得る

だろうと考えている農地というのは、大体どのぐ

らいの面積になると考えているのかなと。その辺

教えてください。 

〇農林水産課長（細山俊樹君） 14番、大物議員

からの荒廃農地等利活用促進交付金事業にかかわ

るご質問にご答弁を申し上げたいというふうに思

います。 

 まず、今回の事業の内容について簡単にご説明

を申し上げたいというふうに思います。この荒廃

農地等利活用促進交付金事業につきましては、耕

作放棄地等を引き受けて作物生産を再開する農業

者等が行う再生作業、土壌改良、営農定着、加工

販売等の試行、施設整備等を総合的に支援する事

業でございます。昨年までは耕作放棄地にかかわ

る事業といたしましては、耕作放棄地再生利用緊

急対策事業として地域の農業再生協議会が事業の

窓口となり、事業を実施してきたところでござい

ますけれども、今年度制度改正が行われまして、

荒廃農地等利活用促進交付金事業として実施され

ることになりまして、事業の窓口につきましても

市町村が行う事業と改正になったところでござい

ます。 

 この間本町におきましては、耕作放棄地再生利

用緊急対策事業を活用いたしまして、２件の農業

者が再生事業を実施しておりますが、うち１件に

つきましては平成27年からこの事業を実施してお

りまして、今年度がこの事業の最終年度というこ

とになってございます。この最終年度の事業費に

つきまして、今年度から事業が行われます荒廃農

地等利活用促進交付金事業を活用いたしまして、
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今回実施するものでございます。今回行う事業は、

今回やっている事業の最終年度でございますけれ

ども、取り組み内容といたしましては営農定着と

いう事業を行いまして、果樹の苗木を購入する事

業でありまして、今年度この事業を活用するのは

80アールの事業予定となってございますので、ご

理解を賜りたいと存じます。 

〇17番（茅根英昭君） ４ページの14、地方創生

推進交付金事業費の13、委託料と19、負担金補助

及び交付金の説明をお願いします。ワインツーリ

ズム連携促進事業委託料の520万円と栽培・醸造環

境強化事業補助金の300万円の説明お願いします。 

〇農林水産課長（細山俊樹君） 17番、茅根議員

からの地方創生交付金事業にかかわるご質問にご

答弁を申し上げたいというふうに思います。 

 今回の補正予算を計上している中のまず１点目

のワインツーリズム連携促進事業委託料の概要で

ございます。今事業につきましては、仁木町と連

携したツーリズムプログラムの開発及び実証実験

を計画をしているところでございます。ワインツ

ーリズムの取り組みを始めてから２年間、それぞ

れ少しずつ環境の整備が進んでいると考えている

ところでございますが、現段階におけるそれぞれ

のツーリズム素材を活用した事業を開発するとと

もに、実証実験を計画をしているところでござい

ます。 

 さらに、ご質問いただきました19節の負担金補

助及び交付金のうち、栽培・醸造環境強化事業補

助金につきましてご説明を申し上げます。これに

つきましては、ブドウの生産者やワインの醸造を

行う事業者に対する補助でありまして、生産量の

増加を目的とする投資を支援する事業として、平

成27年、28年と実施をしてきたところでございま

す。本年度も引き続きこの事業の根幹となるブド

ウの生産者やワインの醸造を行う方を支援するた

めの補助として予算計上させていただいていると

ころでございます。 

 なお、当初予算でこの補助金につきましては既

に500万円計上してございますので、合計800万円

の予算になるというふうに考えてございますの

で、ご理解賜りたいと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第１号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号 平成29年度余市町一般会

計補正予算（第１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２、議案第２号 平

成29年度余市町介護保険特別会計補正予算（第１

号）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（増田豊実君） ただいま上程

されました議案第２号 平成29年度余市町介護保

険特別会計補正予算（第１号）につきまして、提

案理由をご説明申し上げます。 

 今回ご提案いたしました補正予算の主な内容で

ございますが、歳出におきまして平成30年度を初
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年度とする第７期余市町高齢者保健福祉計画・余

市町介護保険事業計画の策定経費及び介護保険特

別会計の今後の財政需要等に対応するため、介護

給付費準備基金への積み立てを行うものでござい

ます。 

 なお、歳入につきましては、一般会計繰入金と

繰越金に財源を求め、歳入歳出の均衡を図ったと

ころでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第２号 平成29年度余市町介護保険特別会

計補正予算（第１号）。 

 平成29年度余市町の介護保険特別会計の補正予

算（第１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4,640万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ24億8,021万7,000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29年６月20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ので、３

ページをお開き願います。中段でございます。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31万3,000円、８節報償費14万円につ

きましては、第７期余市町高齢者保健福祉計画・

余市町介護保険事業計画推進懇談会委員の報償金

の計上でございます。12節役務費17万3,000円につ

きましては、在宅介護実態調査実施に伴う郵送料

の計上でございます。 

 ５款基金積立金、１項基金積立金、１目介護給

付費準備基金積立金、補正額4,609万円、25節積立

金4,609万円につきましては、平成29年度への繰越

金のうち、平成29年度中において支出が見込まれ

る国庫、道負担金等の返還金等必要額を差し引い

た残額について介護給付費準備基金への積み立て

を行うものでございます。 

 次に、歳入についてご説明を申し上げますので、

２ページの下段をごらんいただきたいと存じま

す。２、歳入、７款繰入金、１項一般会計繰入金、

５目その他一般会計繰入金、補正額31万3,000円、

１節事務費繰入金31万3,000円につきましては、歳

出でご説明申し上げました第７期余市町高齢者保

健福祉計画・余市町介護保険事業計画推進懇談会

委員の報償金及び在宅介護実態調査実施に伴う郵

送料につきまして一般会計からの繰り入れを行う

ものでございます。 

 ８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

4,609万円、１節繰越金4,609万円につきましては、

繰越金を追加計上するものでございます。 

 以上、議案第２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２号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第２号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 



－143－ 

 よって、議案第２号 平成29年度余市町介護保

険特別会計補正予算（第１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３、議案第３号 余

市町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を

改正する条例案を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇保健課長（濱川龍一君） ただいま上程されま

した議案第３号 余市町乳幼児等医療費の助成に

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。 

 本町の乳幼児等医療費の助成につきましては、

北海道の医療給付事業制度における乳幼児等医療

給付事業補助金を受けた中で所得制限を撤廃し、

実施しているところでございます。本町におきま

す乳幼児等に対しましては、予算全般において子

育て対策に関する支援費としてさまざまな事業を

展開しているところであります。乳幼児等医療費

の無料化などについては、本来国が対策を図るべ

き問題ではあるものの、町といたしましては子供

を社会全体で育てるという観点から、子供を持つ

親に対する経済的負担の軽減を図るため、子育て

支援対策の一環として対象年齢の拡大を行うべ

く、条例の一部改正についてご提案申し上げる次

第であります。 

 改正の内容といたしましては、現行では未就学

児の入通院及び小学生の入院に対し助成を行って

いるところではございますが、小学生の通院及び

中学生の入通院まで年齢を拡大するものでござい

ます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第３号 余市町乳幼児等医療費の助成に関

する条例の一部を改正する条例案。 

 余市町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一

部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 平成29年６月20日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町乳幼児等

医療費の助成に関する条例の一部を改正する条

例。 

 余市町乳幼児等医療費の助成に関する条例（昭

和48年余市町条例第２号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条第１号中「満12歳」を「満15歳」に改め

る。 

 第５条を次のように改める。 

 （助成の範囲） 

 第５条 町長は、受給資格者のうち、満12歳に

達する日（誕生日の前日）以後の最初の３月31日

までの者に係る医療費から当該者が負担すべき一

部負担金及び基本利用料並びに食事療養標準負担

額及び付加給付される額を控除して得た額（以下

「助成額」という。）を保護者に対して助成する。

ただし、受給資格者のうち、満６歳に達する日（誕

生日の前日）後の最初の４月１日から満12歳に達

する日（誕生日の前日）以後の最初の３月31日ま

での者にあっては、入院及び指定訪問看護に係る

助成額に限り、保護者に対して助成する。 

 ２ 前項に定めるもののほか、子どもを持つ保

護者の家計に対する支援として、受給資格者のう

ち、満６歳に達する日（誕生日の前日）後の最初

の４月１日から満12歳に達する日（誕生日の前日）

以後の最初の３月31日までの者に係る助成額（前

項ただし書に定めるものを除く。）及び受給資格

者のうち、満12歳に達する日（誕生日の前日）後

の最初の４月１日から満15歳に達する日（誕生日

の前日）以後の最初の３月31日までの者に係る助

成額を保護者に対して助成する。 

 附則 

 （施行規則） 

 １ この条例は、平成29年10月１日から施行す

る。 

 （経過措置） 

 ２ この条例による改正後の余市町乳幼児等医
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療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施

行日以後に行われる医療に係る医療費の助成につ

いて適用し、同日前に行われた医療に係る医療費

の助成については、なお従前の例による。 

 （施行のための準備行為） 

 ３ この条例を施行するために必要な準備行為

は、この条例の施行日前においても行うことがで

きる。 

 以上、議案第３号につきまして提案理由のご説

明を申し上げましたので、よろしくご審議、ご決

定賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料として条例の新旧対照表を添付

しておりますので、ご高覧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。さきに議会運営委員会の委

員長から報告のありましたように、民生環境常任

委員会に閉会中といえども審査、調査のできます

ことをつけ加えて、付託申し上げることにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号は、民生環境常任委員会に

閉会中といえども審査、調査のできますことをつ

け加えて、付託申し上げることに決しました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時４５分 

再開 午前１１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） 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４、

議案第４号 余市町農業委員会の委員の任命につ

き同意を求めることについて、日程第５、議案第

５号 余市町農業委員会の委員の任命につき同意

を求めることについて、日程第６、議案第６号 余

市町農業委員会の委員の任命につき同意を求める

ことについて、日程第７、議案第７号 余市町農

業委員会の委員の任命につき同意を求めることに

ついて、日程第８、議案第８号 余市町農業委員

会の委員の任命につき同意を求めることについ

て、日程第９、議案第９号 余市町農業委員会の

委員の任命につき同意を求めることについて、日

程第10、議案第10号 余市町農業委員会の委員の

任命につき同意を求めることについて、日程第11、

議案第11号 余市町農業委員会の委員の任命につ

き同意を求めることについて、日程第12、議案第

12号 余市町農業委員会の委員の任命につき同意

を求めることについて、日程第13、議案第13号 余

市町農業委員会の委員の任命につき同意を求める

ことについて、日程第14、議案第14号 余市町農

業委員会の委員の任命につき同意を求めることに

ついて、日程第15、議案第15号 余市町農業委員

会の委員の任命につき同意を求めることについ

て、日程第16、議案第16号 余市町農業委員会の

委員の任命につき同意を求めることについて、日

程第17、議案第17号 余市町農業委員会の委員の

任命につき同意を求めることについて、日程第18、

議案第18号 余市町農業委員会の委員の任命につ

き同意を求めることについての以上15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４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４号ないし議案第18号 余市町農業
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委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ

きまして、提案理由をご説明申し上げます。 

 現在の余市町農業委員会の委員の任期が本年７

月19日をもって満了となりますことから、平成

29年７月20日から平成32年７月19日までの３年間

における余市町農業委員会の委員の任命に当た

り、農業委員会等に関する法律第８条第１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。 

 農業委員会の委員につきましては、農業委員会

等に関する法律が改正され、選出方法がこれまで

の選挙制と選任制の併用から推薦及び募集を行

い、議会の同意を得る任命制へと変更になったと

ころでございます。選定に当たりましては、この

たび応募のあった方々につきまして余市町農業委

員会の委員定数条例に基づく16人の委員候補者を

余市町農業委員会の委員候補者選定委員会におい

て選定を賜り、人選を行い、農業委員会の委員と

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。なお、

15人につきましては、全員農業者でございます。 

 それでは、議案を朗読いたします。 

 議案第４号 余市町農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて。 

 余市町農業委員会の委員に次の者を任命いたし

たいので、農業委員会等に関する法律第８条第１

項の規定により議会の同意を求める。 

 平成29年６月23日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町梅川町1084番地。氏名、有田均。生年月日、

昭和27年７月16日生まれ。 

 次に、議案第５号 余市町農業委員会の委員の

任命につき同意を求めることについて。 

 余市町農業委員会の委員に次の者を任命いたし

たいので、農業委員会等に関する法律第８条第１

項の規定により議会の同意を求める。 

 平成29年６月23日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町沢町135番地。氏名、井川和彦。生年月日、

昭和16年１月６日生まれ。 

 次に、議案第６号 余市町農業委員会の委員の

任命につき同意を求めることについて。 

 余市町農業委員会の委員に次の者を任命いたし

たいので、農業委員会等に関する法律第８条第１

項の規定により議会の同意を求める。 

 平成29年６月23日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町梅川町1229番地。氏名、石岡渡。生年月日、

昭和28年３月15日生まれ。 

 次に、議案第７号 余市町農業委員会の委員の

任命につき同意を求めることについて。 

 余市町農業委員会の委員に次の者を任命いたし

たいので、農業委員会等に関する法律第８条第１

項の規定により議会の同意を求める。 

 平成29年６月23日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町山田町635番地11。氏名、落雅美。生年月日、

昭和42年12月30日生まれ。 

 次に、議案第８号 余市町農業委員会の委員の

任命につき同意を求めることについて。 

 余市町農業委員会の委員に次の者を任命いたし

たいので、農業委員会等に関する法律第８条第１

項の規定により議会の同意を求める。 

 平成29年６月23日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町梅川町1027番地19。氏名、金子秋雄。生年

月日、昭和23年10月28日生まれ。 

 次に、議案第９号 余市町農業委員会の委員の

任命につき同意を求めることについて。 

 余市町農業委員会の委員に次の者を任命いたし

たいので、農業委員会等に関する法律第８条第１

項の規定により議会の同意を求める。 

 平成29年６月23日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡
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余市町黒川町1048番地。氏名、川合一。生年月日、

昭和33年10月22日生まれ。 

 次に、議案第10号 余市町農業委員会の委員の

任命につき同意を求めることについて。 

 余市町農業委員会の委員に次の者を任命いたし

たいので、農業委員会等に関する法律第８条第１

項の規定により議会の同意を求める。 

 平成29年６月23日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町栄町1541番地２。氏名、国重実。生年月日、

昭和34年８月23日生まれ。 

 次に、議案第11号 余市町農業委員会の委員の

任命につき同意を求めることについて。 

 余市町農業委員会の委員に次の者を任命いたし

たいので、農業委員会等に関する法律第８条第１

項の規定により議会の同意を求める。 

 平成29年６月23日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町登町751番地。氏名、下舘孝三。生年月日、

昭和23年12月20日生まれ。 

 次に、議案第12号 余市町農業委員会の委員の

任命につき同意を求めることについて。 

 余市町農業委員会の委員に次の者を任命いたし

たいので、農業委員会等に関する法律第８条第１

項の規定により議会の同意を求める。 

 平成29年６月23日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町黒川町771番地。氏名、新藤修。生年月日、

昭和27年５月８日生まれ。 

 次に、議案第13号 余市町農業委員会の委員の

任命につき同意を求めることについて。 

 余市町農業委員会の委員に次の者を任命いたし

たいので、農業委員会等に関する法律第８条第１

項の規定により議会の同意を求める。 

 平成29年６月23日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町登町1395番地。氏名、曽我貴彦。生年月日、

昭和47年12月29日生まれ。 

 次に、議案第14号 余市町農業委員会の委員の

任命につき同意を求めることについて。 

 余市町農業委員会の委員に次の者を任命いたし

たいので、農業委員会等に関する法律第８条第１

項の規定により議会の同意を求める。 

 平成29年６月23日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町豊丘町775番地４。氏名、中岡博晃。生年月

日、昭和26年12月26日生まれ。 

 次に、議案第15号 余市町農業委員会の委員の

任命につき同意を求めることについて。 

 余市町農業委員会の委員に次の者を任命いたし

たいので、農業委員会等に関する法律第８条第１

項の規定により議会の同意を求める。 

 平成29年６月23日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町栄町756番地。氏名、細山正己。生年月日、

昭和30年３月23日生まれ。 

 次に、議案第16号 余市町農業委員会の委員の

任命につき同意を求めることについて。 

 余市町農業委員会の委員に次の者を任命いたし

たいので、農業委員会等に関する法律第８条第１

項の規定により議会の同意を求める。 

 平成29年６月23日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町黒川町1325番地。氏名、村井貞治。生年月

日、昭和32年４月25日生まれ。 

 次に、議案第17号 余市町農業委員会の委員の

任命につき同意を求めることについて。 

 余市町農業委員会の委員に次の者を任命いたし

たいので、農業委員会等に関する法律第８条第１

項の規定により議会の同意を求める。 

 平成29年６月23日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町大川町18丁目10番地２。氏名、村尾哲郎。

生年月日、昭和16年10月13日生まれ。 
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 次に、議案第18号 余市町農業委員会の委員の

任命につき同意を求めることについて。 

 余市町農業委員会の委員に次の者を任命いたし

たいので、農業委員会等に関する法律第８条第１

項の規定により議会の同意を求める。 

 平成29年６月23日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町登町1117番地。氏名、山本秀弘。生年月日、

昭和30年８月19日生まれ。 

 以上、一括上程されました議案第４号ないし議

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15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４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４号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第４号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり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４号 余市町農業委員会の委員

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。 

 次に、議案第５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５号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第５号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり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５号 余市町農業委員会の委員

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。 

 次に、議案第６号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第６号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり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６号 余市町農業委員会の委員
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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。 

 次に、議案第７号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第７号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり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７号 余市町農業委員会の委員

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。 

 次に、議案第８号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第８号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり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８号 余市町農業委員会の委員

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。 

 次に、議案第９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９号 余市町農業委員会の委員

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。 

 次に、議案第10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、原案のとおり同意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10号 余市町農業委員会の委員

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。 

 次に、議案第11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11号 余市町農業委員会の委員

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。 

 次に、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12号 余市町農業委員会の委員

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。 

 次に、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13号 余市町農業委員会の委員

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。 

 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、原案のとおり同意することにご異議あ
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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 余市町農業委員会の委員

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。 

 次に、議案第15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15号 余市町農業委員会の委員

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。 

 次に、議案第16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16号 余市町農業委員会の委員

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。 

 次に、議案第17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17号 余市町農業委員会の委員

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。 

 次に、議案第18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。 
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 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18号 余市町農業委員会の委員

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。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第19、議案第19号 余

市町農業委員会の委員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） ただいま上程されました

議案第19号 余市町農業委員会の委員の任命につ

き同意を求めることにつきまして、提案理由をご

説明申し上げます。 

 議案第19号につきましては、さきに議決いただ

きました議案第４号ないし議案第18号と同様の理

由によりご提案申し上げるものでございます。 

 それでは、議案を朗読いたします。 

 議案第19号 余市町農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて。 

 余市町農業委員会の委員に次の者を任命いたし

たいので、農業委員会等に関する法律第８条第１

項の規定により議会の同意を求める。 

 平成29年６月23日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町黒川町８丁目39番地。氏名、野呂栄二。生

年月日、昭和31年２月16日生まれ。 

 以上、議案第19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。 

 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19号 余市町農業委員会の委員

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。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第20、諮問第１号 人

権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

てを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（嶋  保君） ただいま上程されました

諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求

めることについて、提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

 本町の人権擁護委員としてご活躍をいただいて

おります６名の人権擁護委員のうち、大澤尚史氏

が平成29年９月30日をもちまして任期満了となる

ところであります。このたび札幌法務局長から候

補者の推薦について依頼がありましたので、候補

者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。 

 ご案内のとおり、人権擁護委員法第６条第３項
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において、市町村長は法務大臣に対し当該市町村

の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格、識

見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護につい

て理解ある社会事業家、教育者、報道新聞の業務

に携わる者等及び弁護士会、その他婦人、労働者、

青年等の団体であって、直接、間接に人権の擁護

を目的とし、またはこれを支持する団体の構成員

の中から、その市町村の議会の意見を聞いて人権

擁護委員の候補者を推薦しなければならないとい

う規定になってございますので、今回皆様のお手

元に配付してございます余市郡余市町大川町10丁

目24番地、大澤尚史氏を人権擁護委員としてご推

薦申し上げる次第でございます。 

 それでは、大澤尚史氏につきまして職歴等につ

いてご説明申し上げます。職歴は、昭和50年４月

から昭和61年３月まで三國工業株式会社、昭和

61年４月からおおさわ商店店主、ローソン余市栄

町店オーナーとして現在に至っております。昭和

62年４月から平成19年３月まで大川第７区会役

員、昭和62年７月から平成４年12月まで余市青年

会議所総務委員長、社会開発委員長を歴任し、平

成９年４月から平成10年３月まで大川小学校ＰＴ

Ａ会長に就任、平成８年10月から平成19年５月ま

で余市町のまち並景観を考える会会長に就任いた

しております。平成26年10月から（仮称）余市町

自治基本条例策定委員会委員長として現在に至っ

ております。人権擁護委員としては、平成20年７

月１日から現在に至るまで人権擁護委員に就任い

たしてございます。 

 以上、職歴等についてご説明いたしましたが、

大澤尚史氏は人権擁護委員として最も適格である

と判断いたしますので、ここにご提案申し上げる

次第でございます。 

 なお、任期は平成29年10月からの３年間でござ

います。 

 それでは、議案を朗読いたします。 

 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについて。 

 次の者を人権擁護委員に推薦いたしたいので、

人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の

意見を求める。 

 平成29年６月23日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町大川町10丁目24番地。氏名、大澤尚史。生

年月日、昭和27年９月20日生まれ。 

 以上、提案理由のご説明を申し上げましたので、

ご審議の上、よろしくご同意賜りますようお願い

申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、諮問第１号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより諮問第１号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり可と答申することにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、諮問第１号 人権擁護委員の推薦につ

き意見を求めることについては、原案のとおり可

と答申することに決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第21、報告第１号 繰
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越明許費繰越計算書についてを議題といたしま

す。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇財政課長（髙橋伸明君） ただいま上程されま

した報告第１号 繰越明許費繰越計算書につきま

して、提案理由をご説明申し上げます。 

 繰越明許費として平成28年度から平成29年度に

繰り越された事業は、通知カード・個人番号カー

ド交付事業、臨時福祉給付金事業でございます。

これらの事業につきましては、地方自治法第213条

の規定に基づき平成28年度余市町一般会計補正予

算第６号、９号におきまして繰越明許費の議決を

いただき、財源をつけて平成29年度に繰り越した

ところでございます。このたび５月末日をもちま

して繰越計算書の調製をいたしましたので、地方

自治法施行令第146条第２項の規定に基づき議会

に報告し、承認を求めるものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 報告第１号 繰越明許費繰越計算書について。 

 平成28年度余市町一般会計補正予算（第６号・

第９号）の繰越明許費は、別紙のとおり翌年度に

繰り越したので、地方自治法施行令第146条第２項

の規定により報告する。 

 平成29年６月20日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。平成28年度余市

町繰越明許費繰越計算書。 

 ２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、事業名、

通知カード・個人番号カード交付事業、金額154万

8,000円、翌年度繰越額154万8,000円、左の財源内

訳、未収入特定財源、国、道支出金154万8,000円。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、事業名、臨時福

祉給付金事業、金額8,813万円、翌年度繰越額

2,644万8,000円、左の財源内訳、未収入特定財源、

国、道支出金2,644万8,000円。 

 合計、金額8,967万8,000円、翌年度繰越額

2,799万6,000円、左の財源内訳、未収入特定財源、

国、道支出金2,799万6,000円。 

 以上、報告第１号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

承認賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第１号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより報告第１号を採決いたします。 

 本案は、報告のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第１号 繰越明許費繰越計算書に

ついては、報告のとおり承認することに決しまし

た。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第22、報告第２号 株

式会社北後志第一清掃公社の第40期（平成28年度）

経営状況の報告についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇環境対策課長（秋元直人君） ただいま上程さ

れました報告第２号 株式会社北後志第一清掃公

社の第40期（平成28年度）経営状況の報告につい

て、提案理由のご説明を申し上げます。 

 余市町が出資いたしております株式会社北後志
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第一清掃公社の第40期における経営状況につい

て、地方自治法第243条の３第２項の規定に基づき

ご報告申し上げます。 

 以下、報告第２号を朗読申し上げます。 

 報告第２号 株式会社北後志第一清掃公社の第

40期（平成28年度）経営状況の報告について。 

 地方自治法第243条の３第２項の規定により、株

式会社北後志第一清掃公社の第40期（平成28年度）

経営状況について、別紙のとおり関係書類を添付

し、報告する。 

 平成29年６月20日提出、余市町長、嶋  保。 

 なお、第40期経営状況報告書並びに第41期事業

計画につきましては別添のとおりでございますの

で、ご高覧賜りたいと存じます。 

 以上、報告第２号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

承認賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第２号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより報告第２号を採決いたします。 

 本案は、報告のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第２号 株式会社北後志第一清掃

公社の第40期（平成28年度）経営状況の報告につ

いては、報告のとおり承認することに決しました。 

 昼食のため午後１時まで休憩します。 

休憩 午前１１時４５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23、報告第３号 株

式会社余市振興公社の第26期（平成28年度）経営

状況の報告についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇商工観光課長（阿部弘亨君） ただいま上程さ

れました報告第３号 株式会社余市振興公社の第

26期（平成28年度）経営状況の報告について、提

案理由のご説明を申し上げます。 

 余市町が出資いたしております株式会社余市振

興公社の第26期（平成28年度）経営状況につきま

して、地方自治法第243条の３第２項の規定に基づ

きご報告申し上げるものでございます。 

 以下、報告第３号を朗読申し上げます。 

 報告第３号 株式会社余市振興公社の第26期

（平成28年度）経営状況の報告について。 

 地方自治法第243条の３第２項の規定により、株

式会社余市振興公社の第26期（平成28年度）経営

状況について、別紙のとおり関係書類を添付し、

報告する。 

 平成29年６月20日提出、余市町長、嶋  保。 

 なお、第26期経営状況報告書並びに第27期（平

成29年度）営業計画につきましては別添のとおり

でございますので、ご高覧を賜りたいと存じます。 

 以上、報告第３号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議、ご承認

賜りますようお願い申し上げます。 
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〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇２番（吉田 豊君） 課長がかわったので、去

年も振興公社について質問したところですけれど

も、人事異動でかわったので、去年の話は聞いて

いないかもしれませんけれども、まず１点は、去

年の質問の中身はいわゆる「マッサン」効果がな

くなって、収支不足がこれから生じてくるのでな

いかということを話したわけなのです。今回予定

の貸借対照表、損益計算書、これを見ると営業損

失が見当たらないということです。利益が出ると

いう、そういう考え方で立っているということで

す。しかも、繰り越し利益剰余金が資本金を差し

引いたとしてもかなりの金額が残るということで

す。したがって、来年に向けては、ぜひこのまま

の形でいくのであれば株主配当すべきだと思って

います。去年は「マッサン」効果の形もだんだん

薄れてきているということで、損失も見込まれる

形が今回私は出てくるのかなと思ったら出てきて

いないので、まだ利益を生むというふうに予定損

益計算書、貸借対照表では出ているので、ぜひ株

主として、そこは総会の場でもよろしいですし、

臨時総会の場でもいいし、何かの機会に配当する

ようにしてもらえればと思っております。 

 次に、このことはよくわからないのですけれど

も、12ページの新しい事業として余市ワイン特区

の推進となって、イに余市・仁木ワインツーリズ

ム研究、そういう事業をするのだと。ほかにもや

るのだけれども、そういうことをやっていくとい

うことなのだけれども、今地方創生で余市町はワ

インツーリズム研究会というところにもお金出し

ているのです。それとまた、余市・仁木ワインツ

ーリズム研究会にもお金を支出しているというこ

とで、この部分とどのようなかかわりを持ってい

るのか。今言ったこの２つの研究会の所属の会員

に振興公社がなっているのか、なっていないのか

お聞きしたいなと、そういうふうに思っておりま

す。 

〇商工観光課長（阿部弘亨君） ２番、吉田議員

のご質問についてご答弁申し上げます。 

 まず、27期の営業利益の件でございますが、27期

の計画につきましては、26期の実績を踏まえた中

で次期経営目標として数値目標を設定し、それに

基づいて計画を立てて、利益が出るということで

伺っております。また、来年その利益が出たとき

については、株主配当についてはそういった経営

全体のことですので、今後振興公社とも話をして

いきたいと思っておりますので、ご了承をお願い

します。 

 次に、ワインツーリズムの研究のことですけれ

ども、余市振興公社が余市・仁木ワインツーリズ

ムプロジェクトの余市ワインツーリズム研究会と

いうところに参加しておりまして、プロジェクト

の理解を深めて、ワインをこの地域の目玉にでき

るように研究していきたいというようなことで伺

っております。また、各ワイナリーの商品を取り

扱うことやイベント等でワイナリーと協力連携を

図ることによって、本町の地域振興、産業振興に

寄与していきたいというように伺っておりますの

で、ご理解願います。 

〇２番（吉田 豊君） 振興公社が余市ワインツ

ーリズムの研究会に入っているの、まずはっきり。

名前が連なっているのか。それから、もう一つは、

余市・仁木ワインツーリズム研究会というところ

に入っているのか、観光協会はまず別として。そ

こに明らかに名前が書かさっているのか。という

のは、産業建設常任委員会の資料を見ても、総務

文教常任委員会の資料を見てもそういうことやっ

ているというものは一言も記述がないのだ。振興

公社がそこに入って、そういうことを活動してい

るというのは一つもない。それ入っているのであ

れば、ことしのこれの事業の中にそういうものも

入ってきているはずなのだけれども、それも見当
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たらないから新しい事業だと思っているのだ。そ

の辺もう一回答えていただきたい。 

〇商工観光課長（阿部弘亨君） ２番、吉田議員

の再度のご質問についてご答弁申し上げます。 

 余市・仁木ワインツーリズムプロジェクトの余

市ワインツーリズム研究会、この構成団体に余市

小売酒販組合という団体がございまして、この組

合に振興公社が所属していまして、小売酒販組合

の出席の中で余市振興公社がそういった会議に出

席しているというふうに伺っておりますので、ご

理解願います。 

〇議長（中井寿夫君） 振興公社がワインツーリ

ズム研究会に参加しているのかという質問なの

で。 

〇農林水産課長（細山俊樹君） 吉田議員からの

再度のご質問、ワインツーリズム研究会にかかわ

る部分でございますので、私のほうからご答弁を

申し上げたいというふうに思います。 

 ただいまご質問いただきました振興公社が余市

ワインツーリズム研究会へ所属しているのかとい

う内容の趣旨かというふうに思ってございます

が、現在余市ワインツーリズム研究会、これは町

内の方々で構成している組織でございまして、生

産者、それからワイナリーの関係者、農業協同組

合、観光協会、商工会議所、小売酒販組合、農業

改良普及センター、こういうような方々で構成を

させていただいている組織でございます。ご質問

の振興公社につきましては、小売酒販組合の代表

という形で余市のワインツーリズム研究会にかか

わっていただいて、勉強会等を開催させていただ

いているところでございます。ご質問にありまし

た余市、仁木の連携組織のほうには、これは振興

公社としては入っていないということでございま

すので、ご理解賜りたいと存じます。 

（何事か声あり） 

〇議長（中井寿夫君） 答弁調整のため暫時休憩

します。 

休憩 午後 １時１５分 

再開 午後 １時３９分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 ２番、吉田豊議員への答弁を求めます。 

〇経済部長（小林英二君） 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。私よりご答弁を申し上げたいと思いま

す。 

 先ほど吉田議員の余市ワインツーリズム研究会

にかかわる構成員についてのご質問でございます

が、先ほど農林水産課長より構成団体についてご

説明を申し上げましたが、先般６月１日に開催の

産業建設常任委員会に提出した資料に記載漏れの

過ちがございましたので、おわびを申し上げたい

と思います。改めてご説明を申し上げたいと思い

ますが、余市ワインツーリズム研究会につきまし

ては、先ほど申し上げましたとおり、余市町農業

協同組合、余市観光協会、余市商工会議所、余市

町ワイナリー関係者、余市町醸造用ブドウ生産者、

さらに余市小売酒販組合、後志農業改良普及セン

ター北後志支所ということで７つの団体が構成員

として入っておりますことをご報告を申し上げた

いと思います。 

 なお、質問の２点目の振興公社がその会員かと

いうことのご質問でございますが、個別法人とし

ての振興公社については会員となっておりますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

（何事か声あり） 

 大変失礼いたしました。個別法人としての振興

公社は入っておりませんので、申しわけございま

せん。よろしくお願いいたします。 

〇２番（吉田 豊君） 記載漏れしているところ

は、後で書類を直しておいてください。 

 今町を挙げてこういうワインのことについて産

業の振興に取り組んでいる最中で、その成果がだ
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んだんあらわれてくるという、こういうところで、

筆頭株主である余市町が出資している振興公社に

強い働きかけをするのが普通でないかと。酒の組

合は別にして、逆に言えば筆頭株主だから株主の

一言でできるわけだから、もう少し振興公社その

ものをきちんと動いてもらえるように努力すべき

だと思う。これやるときに忘れていたのでないか。

どうも不思議でならないのです。駅前のことを考

えれば、そういうふうになるのです。 

 後から決算委員会でも質問するのだけれども、

ワインのこういう形の中でＰＲのセンター事業を

行うということで行ったわけだ。要するにＰＲの

中心的役割を果たすＰＲのセンター事業を行うと

いうことで、その事業を行った結果が駅前にでき

たワインバーでしょう。だけれども、ワインバー

は、新聞で見る限り全然違うことをしゃべってい

るのだ。ＰＲの中心となるセンターになるという

ようなことはしていないから。お客さんに対する

おもてなしだとか、後からこういうものついてき

ているのだ。それで、なぜそういうことを言うか

というと、現実的に１週間に15時間しか営業して

いないのでしょう。３時から８時かい、10時間し

か営業していないで、５時までとしても日中が６

時間で晩が９時間しか営業していないのだ。それ

が余市町が求めているワインにかかわるこういう

ものにかかわるＰＲの中心センターなのか。絶対

そんなことはあり得ない。そしたら、振興公社も

あるわけだから、こちらのほう使ったほうがより

効果的でしょう。だけれども、今の話なら振興公

社と連動していないでしょう。こんなばかげた不

思議な話というのは存在しない、行政の中で。誰

が考えても不思議な話なのだ。余市町のワインで

起こす産業振興の中で今取り組んできた結果を見

れば、そのときはそう思ったかもしれないけれど

も、どだい１週間15時間なんてそんなことあり得

ないでしょう。それで、行政が求めている議会に

も報告したＰＲのセンター事業だ。それがその形

ということであれば、今ここにある振興公社のこ

れからワインのことを一生懸命やるというほうが

本当に正しいのでないか、手法としては。私はそ

う思うのだ。だから、今までのことは今までのこ

とで、それはどうしようもないかもしれない。こ

れ決算委員会では質問しますけれども、そうであ

るならばここに３項目振興公社が行おうとしてい

る余市ワイン特区にかかわる推進事業のこの中身

をきちんと説明してもらえればと、そういうふう

に思う。それはなぜきちんと説明してもらえれば

ということは、余市町が求めているそのことと振

興公社がやろうとしているものがきちんとかみ合

っていれば、それは単独でもいいかもしれないけ

れども、私は100％かみ合っていないと思っている

から。だから、ここの部分の３項目をまずきちん

と説明していただきたいと思います。 

 これ以上質問できないから、残りはこの次のと

きに機会があればやりますから、そこだけお願い

いたします。 

〇商工観光課長（阿部弘亨君） ２番、吉田議員

の再度のご質問についてご答弁申し上げます。 

 余市ワイン特区研究推進の事業の内容について

ですけれども、こちらのほうは振興公社のほうに

内容の聞き取りをいたしまして、先ほどの答弁と

重なりますけれども、ワインをこの地域の目玉に

できるようないろいろな研究をしたいというふう

に伺っております。余市にある各ワイナリーの商

品をできるだけ多く取り扱うことですとか、ワイ

ナリーと連動してイベントを一緒にやっていく、

ワイナリーと協力連携を図るようなことで余市の

地域振興、産業振興に寄与していきたいというふ

うに伺っておりますので、ご理解お願いいたしま

す。 

〇３番（井 潤君） １点お聞きします。 

 26期の物流対策事業の中で北しりべし定住自立

圏情報発信事業、これに出店して販売したと。こ

れが手稲駅でやっているのですけれども、どのよ
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うな事業なのか。販売で行っているのですけれど

も、その辺のかかわりをお知らせ願いたいと思い

ます。 

〇商工観光課長（阿部弘亨君） ３番、井議員

のご質問についてご答弁申し上げます。 

 北しりべし定住自立圏情報発信事業の内容につ

きましてですけれども、議員今言いましたように

手稲駅で小樽市を含めた北後志の６市町村で、駅

の中であいくるという広場があるのですけれど

も、そこで各６市町村で特産品を取り扱って、そ

こでＰＲという形で特産品を販売したり、パンフ

レットを配ったりして、この６市町村のＰＲをし

ているという事業でございますので、ご理解願い

ます。 

〇３番（井 潤君） そうすると、これは定期

的にそういう５カ町村の物品を持っていく事業な

のですか、１回きりなのですか。 

〇商工観光課長（阿部弘亨君） ３番、井議員

の再度のご質問についてご答弁申し上げます。 

 北しりべし定住自立圏情報発信事業ということ

で、このあいくるの事業ですけれども、これは毎

年６市町村で取り組んでおりまして、ちょうどこ

としもきのうときょう、あいくるで６市町村でこ

ういったＰＲ事業を行っておりますので、ご理解

願います。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第３号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより報告第３号を採決いたします。 

 本案は、報告のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第３号 株式会社余市振興公社の

第26期（平成28年度）経営状況の報告については、

報告のとおり承認することに決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第24、報告第４号 株

式会社まほろば宅地管理公社の第６期（平成28年

度）経営状況の報告についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇まちづくり計画課長（亀尾次雄君） ただいま

上程されました報告第４号 株式会社まほろば宅

地管理公社の第６期（平成28年度）経営状況の報

告について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 余市町が出資いたしております株式会社まほろ

ば宅地管理公社の第６期における経営状況につき

まして、地方自治法第243条の３第２項の規定に基

づきご報告申し上げるものでございます。 

 以下、報告第４号を朗読申し上げます。 

 報告第４号 株式会社まほろば宅地管理公社の

第６期（平成28年度）経営状況の報告について。 

 地方自治法第243条の３第２項の規定により、株

式会社まほろば宅地管理公社の第６期（平成28年

度）経営状況について、別紙のとおり関係書類を

添付し、報告する。 

 平成29年６月20日提出、余市町長、嶋  保。 

 なお、第６期経営状況報告書並びに第７期経営

計画につきましては別添のとおりでございますの

で、ご高覧賜りたいと存じます。 

 以上、報告第４号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

承認賜りますようお願い申し上げます。 
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〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇２番（吉田 豊君） 公社の経営努力、その部

分についてわかる範囲内で答弁していただきた

い。町からの補助金1,100万円が1,800万円、700万

円ばかりふえている。ふえるということは、昨年

経営努力したのだけれども、努力のかいなかった

ということで、新たに町が出さざるを得ないのだ

けれども、公社自体のほうも努力目標はどういう

ところにあるのか。 

〇まちづくり計画課長（亀尾次雄君） ２番、吉

田議員の公社の経営に絡む努力についての方針に

ついてのご答弁したいと思います。 

 まず、公社といたしまして持っております保留

地につきまして、これにつきましては公社のホー

ムページに掲載しております。また、町からの委

託受けています中におきまして草刈り等協力金等

により、まず環境の美化とそういう部分で行って

おります。また、看板の設置等で誘致しておりま

す。それとまた、後志管内の小中学校65カ所にま

ほろばの郷の関係のパンフレット書類等を送って

誘致活動を行ってございます。また、ポケットテ

ィッシュの配布ということで、ＪＲで特急「ニセ

コ」号のときに夏期と冬期に２回実施してござい

ます。また、味覚の祭典のときにポケットティッ

シュにて配布している状況でございます。また、

イメージということもございますので、のぼり旗

のことに関しましてもかなり傷んでいる部分もご

ざいます。それも新しいものに取りかえたりして

イメージアップを図って、販売促進に向けている

ところでございます。 

〇２番（吉田 豊君） 私の聞いているのは、そ

ういうこと聞いているのでないです。977万

2,780円の営業損失を計上しているでしょう。だか

ら、土地を売れば売るほど損失になるのだ。とい

うのは、当初の土地の造成した価格と現在の販売

価格と異なるわけだから、バブルはじけてしまっ

て。そういう中で損失が出るのだから、損失が出

ないようにするための営業努力はどういうところ

にあるのということを聞いているのです。ティッ

シュを配ったとか草刈りしたとかということでな

くて、これを努力するということは買い主に対し

て少しでも値段が高くなるように、10円高くなる

ように、20円高くなるようにと売る手法をしなけ

ればだめでしょう。それでなかったら営業損失と

いうのは毎年同じような格好で出てくる。出てこ

ないほうがおかしいのだけれども、出てくるのが

本当なのだけれども、でもそれを食いとめる手法

というのは、相手の人とどういう販売の手法をす

るかで売りの値段が決まるということでしょう。

ただ買いたい、何ぼでお願いしますと言ったら、

ああ、そうですかと売ってしまうのか。だけれど

も、きちんとした底値があって、その底値よりは

一銭もまけない手法を講じていくとか、そういう

形のことでなければうまくないのでないかなと思

うのです。だから、営業損失を少しでも少なくす

るためには、公社としてどういう努力をしていく

のだということ。今の課長の答弁では損失がふえ

ていく一方だから、ＰＲして売れば売るほど損失

ふえていくのだから。売らないほうが損失ないの

だから。だけれども、売らなければだめなのだ。

だから、要するに裏と表で動いているのだ、公社

自身が。そのために少しでも損を起こさない方法

というのはあるのでないかと。それは、損を起こ

さない方法というのは底値を決めるということが

一番損を起こさない手法でないかなと、そういう

ふうに思うのだけれども、その辺。 

〇建設水道部長（久保 宏君） ２番、吉田議員

からの再度のご質問に私のほうからご答弁申し上

げます。 

 確かに議員おっしゃるように公社が保有してお

ります保留地につきましては、公社として引き継

いだ土地の価格を維持して販売できれば当然こう
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いった損失は生じないわけでございますが、いか

んせん余市町全体が土地の価格が下落、この基調

につきましては余市に限らず全道的な問題として

近年は特に顕著になってきているところでござい

ます。町といたしましても余市駅の東側地区につ

きましては、これから来年高速道路の開通を機に

ますます交通の便がよくなります。さらには、町

といたしましてもまほろばの地区に道営住宅の誘

致してございまして、来年度から工事にも着工す

るようになってございます。そういう意味でまほ

ろば地区全体が余市町としてもこれから活性化す

る十分そういった可能性を秘めている土地という

ことで、公社とも一体となりましてこの地区のＰ

Ｒ活動を今後ますます進めていきたいということ

で、売却損がなるべく出ないような、そういった

ＰＲ活動に努めてまいりたいと考えておりますの

で、ご理解をいただきたいと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第４号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより報告第４号を採決いたします。 

 本案は、報告のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第４号 株式会社まほろば宅地管

理公社の第６期（平成28年度）経営状況の報告に

ついては、報告のとおり承認することに決しまし

た。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第25、決議案第１号 

 余市町議会と会津若松市議会との友好交流宣言

に関する決議を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇18番（溝口賢誇君） ただいま上程されました

決議案第１号 余市町議会と会津若松市議会との

友好交流宣言に関する決議について、議案を朗読

し、提案理由の説明にかえさせていただきますの

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。 

 決議案第１号 余市町議会と会津若松市議会と

の友好交流宣言に関する決議。 

 上記議案を別紙のとおり提出する。 

 平成29年６月23日提出、提出者、余市町議会議

員、溝口賢誇。賛成者、余市町議会議員、吉田浩

一、同じく野呂栄二、同じく岸本好且、同じく野

崎奎一、同じく中谷栄利、同じく藤野博三。 

 余市町議会議長、中井寿夫殿。 

 次のページをお開きください。余市町議会と会

津若松市議会との友好交流宣言に関する決議。 

 旧会津藩士団が開拓のため明治４年に余市町に

入植し、その後、明治12年には国内で初めてりん

ご「緋の衣」の栽培に成功し、今ではわが町を代

表する特産品となっております。 

 また、りんごの木、りんごの花は、町のシンボ

ルとして町木、町花に制定されており、今日の余

市町の礎を築かれました。 

 このような歴史的なご縁により、平成27年10月

14日に余市町と会津若松市の間で親善交流都市と

して交流書が締結され、今後、教育、文化、産業、

観光など相互の交流を促進することが確認された

ところであります。 

 こうした状況に鑑み、二元代表制の一翼を担う
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議会としても、これまで行政視察等を通じ交流を

進めて参りましたが、一層の親善交流を進めてい

く上からも、両市町の各分野における行政課題の

認識とともに、執行機関に対する有効な政策提言、

さらには互いを結ぶゆかりを長く後世に引き継い

でいくためにも、議会同士の交流は極めて重要で

す。 

 よって余市町議会は会津若松市議会と友好交流

議会として連携し、両市町の繁栄と発展のため、

なお一層交流を促進していくことを、ここに宣言

する。 

 以上、決議する。 

 平成29年６月23日、北海道余市郡余市町議会。 

 以上、決議案第１号について提案理由の説明を

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。 

 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、決議案第１号については委員会の付託

を省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより決議案第１号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、決議案第１号 余市町議会と会津若松

市議会との友好交流宣言に関する決議は、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26、意見案第１号 国民皆保険の堅持等を求め

る要望意見書、日程第27、意見案第２号 核兵器

禁止条約の交渉会議に参加し、条約実現に真剣に

努力するよう求める要望意見書、日程第28、意見

案第３号 「新たな高校教育に関する指針」の見

直しに関する要望意見書、日程第29、意見案第４

号 特別支援学校の設置基準の策定及び特別支援

学級の学級編制基準の改善を求める要望意見書、

日程第30、意見案第５号 「国の責任による35人

以下学級の前進」を求める要望意見書、日程第31、

意見案第６号 林業・木材産業の成長産業化に向

けた施策の充実・強化を求める要望意見書、日程

第32、意見案第７号 地方財政の充実・強化を求

める要望意見書、日程第33、意見案第８号 学校

給食の拡充・無料化を求める要望意見書、日程第

34、意見案第９号 平成29年度北海道最低賃金改

正等に関する要望意見書の以上９件を一括議題と

することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、日程第26ないし日程第34を一括議題と

いたします。 

 お諮りいたします。一括議題の意見案第１号な

いし意見案第９号につきましては、いずれも提出

者の説明及び委員会付託を省略することにいたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、提出者の説明及び委員会付託は省略す

ることに決しました。 

 別にご発言がなければ、まず意見案第１号を採
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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 国民皆保険の堅持等を

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 核兵器禁止条約の交渉

会議に参加し、条約実現に真剣に努力するよう求

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 「新たな高校教育に関

する指針」の見直しに関する要望意見書は、原案

のとおり可決されました。 

 次に、意見案第４号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第４号 特別支援学校の設置基

準の策定及び特別支援学級の学級編制基準の改善

を求める要望意見書は、原案のとおり可決されま

した。 

 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 「国の責任による35人

以下学級の前進」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 林業・木材産業の成長

産業化に向けた施策の充実・強化を求める要望意

見書は、原案のとおり可決されました。 

 次に、意見案第７号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第７号 地方財政の充実・強化

を求める要望意見書は、原案のとおり可決されま

した。 

 次に、意見案第８号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第８号 学校給食の拡充・無料

化を求める要望意見書は、原案のとおり可決され

ました。 

 次に、意見案第９号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第９号 平成29年度北海道最低

賃金改正等に関する要望意見書は、原案のとおり

可決されました。 
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〇議長（中井寿夫君） 日程第35、意見案第10号 

 ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を求める

要望意見書を議題といたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、提出

者の説明を省略することにいたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、提出者の説明は省略することに決しま

した。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第10号については委員会の付託

を省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより意見案第10号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、意見案第10号 ギャンブル等依存症対

策の抜本的強化を求める要望意見書は、原案のと

おり可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第36、意見案第11号 

 国の教育予算をふやして「高校無償化」を復活

し、給付制奨学金制度の確立を求める要望意見書

を議題といたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、提出

者の説明を省略することにいたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、提出者の説明は省略することに決しま

した。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第11号については委員会の付託

を省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより意見案第11号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、意見案第11号 国の教育予算をふやし

て「高校無償化」を復活し、給付制奨学金制度の

確立を求める要望意見書は、原案のとおり可決さ

れました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第37、意見案第12号 

 雪崩遭難者救助対策の推進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
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者の説明を省略することにいたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、提出者の説明は省略することに決しま

した。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第12号については委員会の付託

を省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより意見案第12号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、意見案第12号 雪崩遭難者救助対策の

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。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第38、意見案第13号 

 オスプレイ飛行訓練の中止等を求める要望意見

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。 

 これより意見案第13号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立少数であります。 

 よって、意見案第13号 オスプレイ飛行訓練の

中止等を求める要望意見書は、否決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第39、議員の派遣に

ついてを議題といたします。 

 お諮りいたします。会議規則第121条の規定によ

り、お手元に配付のとおり派遣することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議員の派遣をすることに決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第40、閉会中の継続

審査調査申出について。 
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 各常任委員会並びに議会運営委員会の委員長か

ら、目下委員会において審査調査中の事件につき、

会議規則第74条の規定により、お手元に配付いた

しました申し出のとおり閉会中の継続審査調査の

申し出があります。 

 お諮りいたします。各委員長から申し出のとお

り、閉会中の継続審査調査に付することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の

継続審査調査に付することに決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 以上で本日の日程は全て

終了いたしました。 

 よって、会議を閉じます。 

 これをもって平成29年余市町議会第２回定例会

を閉会いたします。 

閉 会 午後 ２時２７分 
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