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平成２８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  午前１１時５５分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２８年３月７日（月曜日）       

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開 議             

平成２８年３月２５日（金曜日）午前１０時

〇出 席 議 員  （１７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 

      〃      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  （１名）        

  余市町議会議員  ７番 近 藤 徹 哉 

 〇出 席 者             

  余 市 町 長  嶋     保 

    副    町    長  鍋 谷 慎 二 

    総  務  部  長  前 坂 伸 也 

  総 務 課 長  須 貝 達 哉 

  企 画 政 策 課 長  盛   昭 史 

  地 域 協 働 推 進 課 長  笹 山 浩 一 

  財 政 課 長  山 本 金 五 

  税  務  課  長  堀 内   学 

  民 生 部 長  佐々木   隆 

  町 民 福 祉 課 長  上 村 友 成 

  高 齢 者 福 祉 課 長  坂 本 満 彦 

  保 健 課 長  須 藤 明 彦 

  環 境 対 策 課 長  秋 元 直 人 

  経 済 部 長  小 林 英 二 

  農 林 水 産 課 長  細 山 俊 樹 

  商 工 観 光 課 長  干 場 隆 利 

  建 設 水 道 部 長  柳 田 義 孝 

  建 設 課 長  亀 尾 次 雄 

  まちづくり計画課長  滝 上 晃 一 

  下 水 道 課 長  近 藤   勉 

  水 道 課 長  久 保   宏 

会計管理者（併）会計課長  飯 野 徹 郎 

  農業委員会事務局長  高 橋 良 治 

  教    育    長  中 村 寿 仁 

  学 校 教 育 課 長  小 俣 芳 則 

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

  監 査 委 員 事 務 局 長  澤 辺 成 徳 

〇事務局職員出席者            

  事  務  局  長  杉 本 雅 純 

  議 事 係 長  越 智 英 章 

  庶 務 係 長  枝 村   潤 

〇議 事 日 程            

  第 １ 平成２８年余市町議会第１回定例会 

      付託 議案第 １号 平成２８年度 

      余市町一般会計予算        

  第 ２ 議案第 ２号 平成２８年度余市町 

      介護保険特別会計予算       

  第 ３ 議案第 ３号 平成２８年度余市町 

      国民健康保険特別会計予算     

  第 ４ 議案第 ４号 平成２８年度余市町 

      後期高齢者医療特別会計予算    

  第 ５ 議案第 ５号 平成２８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２８年度余市町 

      水道事業会計予算（以上６件、平成 

      ２８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２０号 証人等の費用弁償に 

      関する条例の一部を改正する条例案 

  第 ８ 議案第２１号 余市町手数料徴収条 

      例の一部を改正する条例案     

  第 ９ 議案第２２号 余市町過疎地域自立 

      促進市町村計画の策定について   

  第１０ 議案第２７号 平成２７年度余市町 

      一般会計補正予算（第１０号）   

  第１１ 議案第２８号 余市町指定地域密着 

      型サービスの事業の人員、設備及び 

      運営に関する基準を定める条例及び 

      余市町指定地域密着型介護予防サー 

      ビスの事業の人員、設備及び運営並 

      びに指定地域密着型介護予防サービ 

      スに係る介護予防のための効果的な 

      支援の方法に関する基準を定める条 

      例の一部を改正する条例案     

  第１２ 議案第２９号 余市町特別職の職員 

      の給与及び旅費並びにその支給方法 

      に関する条例及び余市町教育長の給 

      与及び勤務時間等に関する条例の一 

      部を改正する条例案        

  第１３ 選挙第 １号 余市町選挙管理委員 

      及び補充員の選挙について     

  第１４ 決議案第１号 飲酒運転根絶を宣言 

      する決議             

  第１５ 決議案第２号 茅根英昭議員に対す 

      る問責決議            

  第１６ 意見案第１号 医療等に係る消費税 

      問題の抜本的解決を求める要望意見 

      書                

  第１７ 意見案第２号 子どもの貧困対策の 

      抜本的強化を求める要望意見書   

  第１８ 意見案第３号 貸し切りバス事業へ 

      の「規制緩和」見直しと運転手の労 

      働条件改善を求める要望意見書   

  第１９ 意見案第４号 児童虐待防止対策の 

      抜本強化を求める要望意見書    

  第２０ 意見案第５号 軽度外傷性脳損傷・ 

      脳しんとうの周知と予防及びその危 

      険性や予後の相談可能な窓口などの 

      設置を求める要望意見書      

  第２１ 意見案第６号 若者も高齢者も安心 

      できる年金制度の実現を求める要望 

      意見書              

  第２２ 意見案第７号 所得税法第５６条の 

      廃止を求める要望意見書      

  第２３ 意見案第８号 介護保険大改悪を中 

      止・撤回し、誰もが安心して介護を 

      受けることができるよう必要な財政 
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      措置を講じることを強く求める要望 

      意見書              

  第２４ 閉会中の継続審査調査申出について 

開 議 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから平成28年余

市町議会第１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、近藤議員は病気療養中のため欠席の旨届

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、委員会審査結果報告６件、議案３件、選

挙１件、決議案２件、意見案８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いては、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28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28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28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、それぞれ関連がありますので、

一括上程の上、平成28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10、議案第27号 平成27年度余市町一般

会計補正予算（第10号）につきましては、即決に

てご審議いただくことに決しました。 

 日程第11、議案第28号 余市町指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例及び余市町指定地域密着型介護予

防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例案につきましては、即

決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第12、議案第29号 余市町特別職の職員の

給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例及

び余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条

例の一部を改正する条例案につきましては、即決

にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第13、選挙第１号 余市町選挙管理委員及

び補充員の選挙についてであります。 

 日程第14、決議案第１号 飲酒運転根絶を宣言

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15、決議案第２号 茅根英昭議員に対す

る問責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16、意見案第１号 医療等に係る消費税

問題の抜本的解決を求める要望意見書ないし日程

第23、意見案第８号 介護保険大改悪を中止・撤

回し、誰もが安心して介護を受けることができる

よう必要な財政措置を講じることを強く求める要

望意見書までの８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４号につき
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ましては、一括上程の上、ご審議いただくことに

決しました。 

 日程第24、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３

件、選挙１件、決議案２件、意見案８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３件、

選挙１件、決議案２件、意見案８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28年度余

市町一般会計予算、日程第２、議案第２号 平成

28年度余市町介護保険特別会計予算、日程第３、

議案第３号 平成28年度余市町国民健康保険特別

会計予算、日程第４、議案第４号 平成28年度余

市町後期高齢者医療特別会計予算、日程第５、議

案第５号 平成28年度余市町公共下水道特別会計

予算、日程第６、議案第６号 平成28年度余市町

水道事業会計予算の以上６件を一括議題といたし

ます。 

 この際、平成28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

28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28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

つきましてご報告申し上げます。 

 本特別委員会は、平成28年３月14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、

副委員長に中谷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、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28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28年度余市町介護保険

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３号 平成28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28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28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28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、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28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。 
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 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28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28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28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28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） 

 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28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） 
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 起立多数であります。 

 よって、議案第６号 平成28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20号 証

人等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例案を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇総務課長（須貝達哉君） ただいま上程されま

した議案第20号 証人等の費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例案につきまして、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証人等の費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例案につきまし

ては、平成27年９月４日に公布されました農業委

員会等に関する法律の改正を含む農業協同組合法

等の一部を改正する等の法律（平成27年法律第

63号）が平成28年４月１日から施行されることに

伴い、農業委員会等に関する法律の条項を引用し

てございます証人等の費用弁償に関する条例につ

きましても条項の整理が必要となりますことか

ら、所要の改正を行お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20号 証人等の費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例案。 

 証人等の費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例を次のとおり制定する。 

 平成28年３月７日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをお開き願います。証人等の費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例。 

 証人等の費用弁償に関する条例（昭和44年余市

町条例第29号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第29条第４項」を「第35条第４項」

に改める。 

 附則 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

 以上、議案第20号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議、ご決定

賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして新旧対照表を添

付してございますので、ご高覧いただきたいと存

じます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、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20号 証人等の費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり

可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第８、議案第21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（滝上晃一君） ただいま

上程となりました議案第21号 余市町手数料徴収

条例の一部を改正する条例案について、提案理由
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のご説明を申し上げます。 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成

20年法律第87号）に基づき、本町で認定事務を行

っております木造２階建て住宅等の小規模建築物

における長期優良住宅建築等計画の認定について

同法施行規則及び関係告示の改正により、平成

28年４月からこれまでの新築住宅等に加え住宅等

の増改築を行う場合にも認定申請が可能となった

ことから、当該増改築に伴う長期優良住宅建築等

計画の認定に当たり、所要の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。 

 また、平成28年４月から建築物のエネルギー消

費性能の向上に関する法律が施行されることに伴

い、同法に基づく建築物エネルギー消費性能向上

計画等の認定制度が開始されることから、長期優

良住宅建築等計画の認定と同様に本町において申

請を受け、認定事務を行うこととなる木造２階建

て住宅等の小規模建築物にかかわる建築物エネル

ギー消費性能向上計画等の認定に当たり、所要の

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21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28年３月７日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町手数料徴

収条例の一部を改正する条例。 

 余市町手数料徴収条例（平成12年余市町条例第

３号）の一部を次のように改正する。 

 別表の36の項金額の欄を次のように改める。 

 （１）当該申請が住宅の新築に係るものである

場合 次に掲げる当該申請に係る１棟の住宅の戸

数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該

申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に

係る認定申請の総数で除して得た額（この額に

50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、

50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを

100円に切り上げるものとする。） 

 ア 住宅の戸数（住宅の品質確保の促進等に関

する法律（平成11年法律第81号）第５条第１項に

規定する登録住宅性能評価機関による認定に係る

技術的審査（以下「評価機関審査」という。）を

受けた場合。） 

 （ア）１戸のもの １万3,000円 

 （イ）２戸以上５戸以内のもの ２万4,000円 

 （ウ）６戸以上のもの ３万9,000円 

 イ 住宅の戸数（住宅の品質確保の促進等に関

する法律第５条第１項に規定する住宅性能評価

（以下「住宅性能評価」という。）を受けた場合） 

 （ア）１戸のもの １万6,000円 

 （イ）２戸以上５戸以内のもの ５万3,000円 

 （ウ）６戸以上のもの ８万5,000円 

 ウ 住宅の戸数（ア及びイ以外の場合） 

 （ア）１戸のもの ４万9,000円 

 （イ）２戸以上５戸以内のもの 11万4,000円 

 （ウ）６戸以上のもの 18万3,000円 

 （２）当該申請が住宅の増築又は改築に係るも

のである場合 次に掲げる当該申請に係る１棟の

住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金

額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一

の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額（こ

の額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り

捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこ

れを100円に切り上げるものとする。） 

 ア 住宅の戸数（評価機関審査を受けた場合） 

 （ア）１戸のもの ２万円 

 （イ）２戸以上５戸以内のもの ３万6,000円 

 （ウ）６戸以上のもの ５万9,000円 

 イ 住宅の戸数（評価機関審査を受けていない

場合） 

 （ア）１戸のもの ７万3,000円 

 （イ）２戸以上５戸以内のもの 17万1,000円 
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 （ウ）６戸以上のもの 27万4,000円 

 別表の37の項金額の欄第２号中「その他の場合」

を「当該申請が住宅の新築に係るものである場合

（前号に掲げる場合を除く。）」に改め、同号ア

中「受けた場合」の次に「又は長期使用構造等の

変更がない場合（以下この項において「評価機関

審査を受けた場合等」という。）」を加え、同欄

に次の１号を加える。 

 （３）当該申請が住宅の増築又は改築に係るも

のである場合（第１号に掲げる場合を除く。） 次

に掲げる当該申請に係る１棟の住宅の戸数の区分

に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び

当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更

認定申請の総数で除して得た額（この額に50円未

満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以

上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に

切り上げるものとする。） 

 ア 住宅の戸数（評価機関審査を受けた場合等） 

 （ア）１戸のもの １万5,000円 

 （イ）２戸以上５戸以内のもの ２万8,000円 

 （ウ）６戸以上のもの ４万7,000円 

 イ 住宅の戸数（ア以外の場合） 

 （ア）１戸のもの ４万1,000円 

 （イ）２戸以上５戸以内のもの ９万5,000円 

 （ウ）６戸以上のもの 15万4,000円 

 別表の40の項金額の欄第１号ア中「この項及び

次項において」を削る。 

 別表中42の項を45の項とし、41の項の次に次の

ように加える。 

 42の項、建築物エネルギー消費性能向上計画の

認定申請、１件につき、（１）住宅の戸数を単位

として認定を申請する場合 次に掲げる当該申請

に係る１棟の住宅の当該申請の対象である戸数の

区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 ア 住宅の戸数（調査機関審査又は評価機関審

査を受けた場合） 

 （ア）１戸のもの 次に掲げる床面積の合計の

区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 Ａ 200平方メートル以内のもの 5,600円 

 Ｂ 200平方メートルを超えるもの 5,600円 

 （イ）２戸以上４戸以内のもの １万円 

 （ウ）５戸以上のもの ２万2,000円 

 イ 住宅の戸数（調査機関審査又は評価機関審

査を受けていない場合） 

 （ア）１戸のもの 次に掲げる床面積の合計の

区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 Ａ 200平方メートル以内のもの ３万7,000円 

 Ｂ 200平方メートルを超えるもの ４万1,000

円 

 （イ）２戸以上４戸以内のもの ７万4,000円 

 （ウ）５戸以上のもの 12万3,000円 

 （２）共同住宅の用途に供する一の建築物を単

位として認定を申請する場合 前号ア（イ）及び

（ウ）並びにイ（イ）及び（ウ）に掲げる当該申

請に係る１棟の建築物の共同住宅の戸数の区分に

応じ、それぞれ前号ア（イ）及び（ウ）並びにイ

（イ）及び（ウ）に定める金額に、次に掲げる当

該申請に係る１棟の建築物の共同住宅の住戸以外

の部分について、それぞれ次に定める金額を合算

して得た金額 

 ア 調査機関審査又は評価機関審査を受けた場

合 １万円 

 イ 調査機関審査又は評価機関審査を受けてい

ない場合 ７万4,000円 

 （３）住宅以外の用途に供する一の建築物を単

位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 ア 当該申請に係る建築物のエネルギー消費性

能が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省

令（平成28年経済産業省・国土交通省令第１号。

以下この項から44の項において「基準省令」とい

う。）第８条第１号イ（１）及びロ（１）に適合

している旨の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
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に応じ、それぞれ次に定める金額 

 （ア）床面積の合計（調査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（調査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 24万4,000円 

 Ｂ 300平方メートルを超えるもの 39万4,000

円 

 イ 当該申請に係る建築物のエネルギー消費性

能が基準省令第８条第１号イ（２）及びロ（２）

に適合している旨の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（調査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（調査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 ９万3,000円 

 Ｂ 300平方メートルを超えるもの 15万6,000

円 

 摘要 

 １ 同一の建築物に係るこの項の金額の欄の第

１号及び第２号の認定を同時に申請する場合は、

当該第１号の申請に係る手数料は、徴収しない。 

 ２ 住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する

部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有す

る一の建築物を単位として認定を申請する場合

は、それぞれの部分につきこの項の金額の欄の第

１号及び第３号に規定する金額を合算して得た金

額とする。 

 ３ 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外

の用途に供する部分を有する一の建築物を単位と

して認定を申請する場合は、それぞれの部分につ

きこの項の金額の欄の第２号及び第３号に規定す

る金額を合算して得た金額とする。 

 ４ ２又は３の場合において、同一の建築物に

係るこの項の金額の欄の第１号の認定を同時に申

請するときは、同号の申請に係る手数料は、徴収

しない。 

 ５ 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。以下次項において

「法」という。）第30条第２項の規定による申出

をする場合にあっては、この項に規定する金額に

建築確認手数料条例第２条に規定する金額を合算

して得た金額とする。 

 43の項、建築物エネルギー消費性能向上計画の

変更認定申請、１件につき、（１）工事の着手予

定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 １戸

又は１棟につき 910円 

 （２）住宅の戸数を単位として変更認定を申請

する場合 次に掲げる当該申請に係る１棟の住宅

の当該申請の対象である戸数の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額 

 ア 住宅の戸数（調査機関審査又は評価機関審

査を受けた場合） 

 （ア）１戸のもの 次に掲げる床面積の合計の

区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 Ａ 200平方メートル以内のもの 5,600円 

 Ｂ 200平方メートルを超えるもの 5,600円 

 （イ）２戸以上４戸以内のもの １万円 

 （ウ）５戸以上のもの ２万2,000円 

 イ 住宅の戸数（調査機関審査又は評価機関審

査を受けていない場合） 

 （ア）１戸のもの 次に掲げる床面積の合計の

区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 Ａ 200平方メートル以内のもの ２万1,000円 

 Ｂ 200平方メートルを超えるもの ２万3,000

円 
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 （イ）２戸以上４戸以内のもの ４万2,000円 

 （ウ）５戸以上のもの ７万2,000円 

 （３）共同住宅の用途に供する一の建築物を単

位として変更認定を申請する場合 前号ア（イ）

及び（ウ）並びにイ（イ）及び（ウ）に掲げる当

該申請に係る１棟の建築物の共同住宅の戸数の区

分に応じ、それぞれ前号ア（イ）及び（ウ）並び

にイ（イ）及び（ウ）に定める金額に、次に掲げ

る当該申請に係る１棟の建築物の共同住宅の住戸

以外の部分について、それぞれ次に定める金額を

合算して得た金額 

 ア 調査機関審査又は評価機関審査を受けた場

合 １万円 

 イ 調査機関審査又は評価機関審査を受けてい

ない場合 ４万2,000円 

 （４）住宅以外の用途に供する一の建築物を単

位として変更認定を申請する場合 次に掲げる場

合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 ア 当該申請に係る建築物のエネルギー消費性

能が基準省令第８条第１号イ（１）及びロ（１）

に適合している旨の変更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（調査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（調査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 12万7,000円 

 Ｂ 300平方メートルを超えるもの 21万1,000

円 

 イ 当該申請に係る建築物のエネルギー消費性

能が基準省令第８条第１号イ（２）及びロ（２）

に適合している旨の変更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（調査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（調査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 ５万2,000円 

 Ｂ 300平方メートルを超えるもの ９万2,000

円  

 摘要 

 １ 同一の建築物に係るこの項の金額の欄の第

２号及び第３号の変更認定を同時に申請する場合

は、当該第２号の申請に係る手数料は、徴収しな

い。 

 ２ 住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する

部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有す

る一の建築物を単位として変更認定を申請する場

合は、それぞれの部分につきこの項の金額の欄の

第２号及び第４号に規定する金額を合算して得た

金額とする。 

 ３ 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外

の用途に供する部分を有する一の建築物を単位と

して変更認定を申請する場合は、それぞれの部分

につきこの項の金額の欄の第３号及び第４号に規

定する金額を合算して得た金額とする。 

 ４ ２又は３の場合において、同一の建築物に

係るこの項の金額の欄の第２号の変更認定を同時

に申請するときは、当該第２号の申請に係る手数

料は、徴収しない。 

 ５ 法第31条第２項において準用する法第30条

第２項の規定による申出をする場合にあっては、

この項に規定する金額に建築確認手数料条例第２

条に規定する金額を合算して得た金額とする。 

 44の項、建築物エネルギー消費性能基準適合の

認定申請、１件につき、（１）住宅（共同住宅を
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除く。）の用途に供する一の建築物を単位として

認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額 

 ア 当該申請に係る建築物について基準省令第

１条第１項第２号イ（１）及びロ（１）に適合し

ている旨の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（調査機関審査又は評価機

関審査を受けた場合） 

 Ａ 200平方メートル以内のもの 5,600円 

 Ｂ 200平方メートルを超えるもの 5,600円 

 （イ）床面積の合計（調査機関審査又は評価機

関審査を受けていない場合） 

 Ａ 200平方メートル以内のもの ３万7,000円 

 Ｂ 200平方メートルを超えるもの ４万1,000

円 

 イ 当該申請に係る建築物について基準省令第

１条第１項第２号イ（２）及びロ（２）に適合し

ている旨の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（調査機関審査又は評価機

関審査を受けた場合） 

 Ａ 200平方メートル以内のもの 5,600円 

 Ｂ 200平方メートルを超えるもの 5,600円 

 （イ）床面積の合計（調査機関審査又は評価機

関審査を受けていない場合） 

 Ａ 200平方メートル以内のもの １万9,000円 

 Ｂ 200平方メートルを超えるもの ２万円 

 （２）共同住宅の用途に供する一の建築物を単

位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 ア 当該申請に係る建築物について基準省令第

１条第１項第２号イ（１）及びロ（１）に適合し

ている旨の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（調査機関審査又は評価機

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 ２万2,000

円 

 （イ）床面積の合計（調査機関審査又は評価機

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 ７万4,000円 

 Ｂ 300平方メートルを超えるもの 12万3,000

円 

 イ 当該申請に係る建築物について基準省令第

１条第１項第２号イ（２）及びロ（２）に適合し

ている旨の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（調査機関審査又は評価機

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 ２万2,000

円 

 （イ）床面積の合計（調査機関審査又は評価機

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 ３万5,000円 

 Ｂ 300平方メートルを超えるもの ６万1,000

円 

 （３）住宅以外の用途に供する一の建築物を単

位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 ア 当該申請に係る建築物について基準省令第

１条第１項第１号イに適合している旨の認定を申

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（調査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 
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 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（調査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 24万4,000円 

 Ｂ 300平方メートルを超えるもの 39万4,000

円 

 イ 当該申請に係る建築物について基準省令第

１条第１項第１号ロに適合している旨の認定を申

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（調査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（調査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 ９万3,000円 

 Ｂ 300平方メートルを超えるもの 15万6,000

円 

 摘要 

 １ 住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する

部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有す

る一の建築物を単位として認定を申請する場合

は、それぞれの部分につきこの項の金額の欄の第

１号及び第３号に規定する金額を合算して得た金

額とする。 

 ２ 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外

の用途に供する部分を有する一の建築物を単位と

して認定を申請する場合は、それぞれの部分につ

きこの項の金額の欄の第２号及び第３号に規定す

る金額を合算して得た金額とする。 

 附則 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

 以上、上程されました議案第21号につきまして

提案理由をご説明申し上げましたので、よろしく

ご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして新旧対照表を添

付してございますので、ご高覧賜りますようお願

い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第21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21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21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９、議案第22号 余

市町過疎地域自立促進市町村計画の策定について

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（盛 昭史君） ただいま上程さ

れました議案第22号 余市町過疎地域自立促進市

町村計画の策定についての提案理由をご説明申し
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上げます。 

 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５条において都道

府県は当該都道府県における過疎地域の自立促進

を図るため、過疎地域自立促進方針を定めること

ができると規定され、これを受けて第６条におい

て過疎地域の市町村は、自立促進方針に基づき、

当該市町村の議会の議決を経て過疎地域自立促進

市町村計画を定めることができると規定されてお

ります。本町におきましては、平成26年４月１日

に過疎地域の指定を受けたことに伴い、平成26年

度から平成27年度までの２カ年を計画期間とする

余市町過疎地域自立促進市町村計画を策定し、地

域振興を図ってまいりました。当該計画の期間が

平成27年度をもって終了することから、このたび

新たに策定いたしました余市町過疎地域自立促進

市町村計画について議会の議決を賜りたくご提案

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22号 余市町過疎地域自立促進市町村計

画の策定について。 

 余市町過疎地域自立促進市町村計画を策定した

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１項の規定に基づき、議会

の議決を求める。 

 平成28年３月７日提出、余市町長、嶋  保。 

 それでは、計画の内容につきまして現在の計画

との変更点を中心にご説明を申し上げます。次の

ページをお開きください。余市町過疎地域自立促

進市町村計画でございます。このページの２行目、

計画期間につきましては、北海道過疎地域自立促

進方針が平成28年度から平成32年度までの５カ年

の計画期間であることから、本計画につきまして

も平成28年度から平成32年度までの５カ年を計画

期間として、北海道の方針との整合を図ったもの

でございます。 

 次のページをお開きください。右側のページに

本計画の目次を掲載しております。本計画は、過

疎地域自立促進特別措置法第６条第２項各号の規

定に基づき、このページの上段、（１）、基本的

な事項から、次のページの中段、10、その他地域

の自立促進に関し必要な事項まで目次記載のとお

りの事項を定める構成としております。この構成

につきましては、現計画と変更はございません。 

 以下、項目ごとに概要を申し上げます。目次の

次のページ、ページの下段中央にページ番号を付

しております。その１ページをごらんください。

１、基本的な事項につきましては、このページ上

段、（１）、余市町の概況から、３ページ上段を

ごらんください、（２）、人口及び産業の推移と

動向、６ページ上段をごらんください、（３）、

余市町行財政の状況、９ページ上段をごらんくだ

さい、（４）、余市町自立促進の基本方針まで現

在の計画を基本に各種データ等の時点修正を行っ

ております。 

 10ページ中段をごらんください。（５）、計画

期間につきましては、平成28年４月１日から平成

33年３月31日までの５カ年間の計画でございま

す。 

 11ページをごらんください。２、産業の振興で

ございます。11ページ上段、（１）、現況と問題

点につきましては、①、農林業から、13ページ中

段、⑤、観光及びレクリエーションまでデータの

時点修正と文言整理を行っております。 

 14ページをごらんください。（２）、その対策

につきましては、現計画と変更はございません。 

 15ページをごらんください。（３）、計画につ

きましては、このページから18ページまで、第４

次余市町総合計画中期実施計画、後期実施計画登

載事業を基本として、現計画から継続となる事業、

新たに平成28年度予算に計上した事業について本

計画の趣旨に合致する24件の事業を掲載しており

ます。以下、（３）、計画につきましては、同様

の考え方で事業を掲載しております。 
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 なお、（３）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。 

 19ページをごらんください。３、交通通信体系

の整備、情報化及び地域間交流の促進でございま

す。19ページ上段、（１）、現況と問題点につき

ましては、現計画と変更はございません。 

 21ページをごらんください。21ページ中段、

（２）、その対策につきましても現計画と変更は

ございません。 

 22ページをごらんください。（３）、計画につ

きましては、７件の事業を掲載しております。 

 23ページをごらんください。４、生活環境の整

備でございます。（１）、現況と問題点につきま

しては、23ページ上段、①、水道施設から24ペー

ジ下段、⑦、防災まで、データの時点修正と高速

道路の開通予定等、事業環境の変化に応じた文言

修正を行っております。 

 25ページをごらんください。25ページ上段、

（２）、その対策につきましては、項目のケとし

て高速道路開通の効果を活用した移住、定住の促

進に向けた住宅、住環境づくりを展開するの文言

を追加しております。 

 25ページ中段、（３）、計画につきましては、

26ページまで７件の事業を掲載しております。 

 27ページをごらんください。５、高齢者等の保

健及び福祉の向上及び増進でございます。27ペー

ジ上段、（１）、現況と問題点につきましては、

データの時点修正及び文言整理を行っておりま

す。 

 28ページをごらんください。28ページ中段、

（２）、その対策につきましては、現計画と変更

はございません。 

 29ページをごらんください。29ページ上から７

行目、（３）、計画につきましては、30ページま

で９件の事業を掲載しております。 

 31ページをごらんください。６、医療の確保で

ございます。31ページ上段、（１）、現況と問題

点につきましては、記載事項の時点修正を行って

おります。 

 31ページ中段、（２）、その対策につきまして

は、現計画と変更はございません。 

 その下、（３）、計画につきましては、32ペー

ジまで５件の事業を掲載しております。 

 33ページをごらんください。７、教育の振興で

ございます。33ページ上段、（１）、現況と問題

点につきましては、記載事項の時点修正を行って

おります。 

 34ページをごらんください。下段、（２）、そ

の対策につきましては、項目のアについて現計画

の「自ら学びつくり出す喜びを大切にする学習活

動を推進する。」を「自ら学び自ら未来を切り拓

く学習指導を推進する。」とする文言修正を行っ

ております。 

 35ページをごらんください。35ページ中段、

（３）、計画につきましては、36ページまで６件

の事業を掲載しております。 

 37ページをごらんください。８、地域文化の振

興等でございます。37ページ上段、（１）、現況

と問題点につきましては、現計画と変更はござい

ません。 

 中段、（２）、その対策につきましても現計画

と変更はございません。 

 下段、（３）、計画につきましては、１件の事

業を掲載しております。 

 38ページをごらんください。９、集落の整備で

ございます。38ページ上段、（１）、現況と問題

点につきましては、現計画と変更はございません。 

 中段、（２）、その対策につきましては、項目

のオとして町外への情報発信により移住定住の促

進を図るの文言を追加しております。 

 下段、（３）、計画につきましては、２件の事

業を掲載しております。 

 39ページをごらんください。10、その他地域の
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自立促進に関し必要な事項でございます。39ペー

ジ上段、（１）、現況と問題点及び（２）、その

対策につきましては、現計画と変更はございませ

ん。 

 以上が余市町過疎地域自立促進市町村計画の内

容でございます。 

 以上、議案第22号 余市町過疎地域自立促進市

町村計画の策定についての提案理由をご説明申し

上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「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22号 余市町過疎地域自立促進

市町村計画の策定については、原案のとおり可決

されました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５６分 

再開 午前１１時０５分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、日程第10、議案第

27号 平成27年度余市町一般会計補正予算（第

10号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇財政課長（山本金五君） ただいま上程されま

した議案第27号 平成27年度余市町一般会計補正

予算（第10号）について、その提案理由をご説明

申し上げます。 

 今回ご提案いたします補正予算につきまして

は、国の平成27年度補正予算に係る地方創生加速

化交付金が成立し、本町が北海道のほか１市３町

と連携して実施する移住フェアへの合同出展等並

びに仁木町と連携して実施するワインツーリズム

プロジェクト事業が交付金対象の事業採択の内示

を受け、これに伴う関係予算の計上と周産期医療

支援事業に係る本町負担額を計上いたすものでご

ざいます。なお、今回の交付金に係る事業につき

ましては、年度内に完成することができないため

繰越明許を設定し、翌年度に予算の執行をするも

のでございます。また、交付金事業の明確化かつ

有効活用を図るため、総務管理費におきまして地

方創生加速化交付金事業費として新たに目を設置

したところでございます。 

 次に、歳入につきましては、国庫支出金及び繰

越金にその財源を求めて歳出との均衡を図ったも

のでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第27号 平成27年度余市町一般会計補正予

算（第10号）。 

 平成27年度余市町の一般会計の補正予算（第

10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
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れ3,667万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ92億4,225万3,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

 第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越

明許費補正」による。 

 平成28年３月25日提出、余市町長、嶋  保。 

 歳出からご説明申し上げます。２ページをお開

き願います。２ページ中段でございます。３、歳

出、２款総務費、１項総務管理費、14目地方創生

加速化交付金事業費、補正額3,652万円、９節旅費

74万円、11節需用費110万9,000円、12節役務費17万

1,000円につきましては、北海道のほか４市町村と

連携して実施する移住フェアへの合同出展に要す

る経費並びに仁木町と連携して実施しますワイン

ツーリズムプロジェクト事業に係る事務費の計上

でございます。13節委託料1,850万円につきまして

は、ワインツーリズム事業委託料600万円、ブラン

ド発信力強化事業委託料1,250万円の追加計上で

ございます。19節負担金補助及び交付金1,600万円

につきましては、栽培醸造環境強化事業補助金

1,000万円、ワインツーリズムＰＲ強化事業補助金

500万円、同じく研究事業補助金100万円の追加計

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15万3,000円、19節負担金補助及び交

付金15万3,000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追加計上でございます。 

 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。

このページの上段でございます。２、歳入、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3,600万円、１節総務費国庫補助金

3,600万円につきましては、歳出でご説明申し上げ

ました地方創生加速化交付金事業に係る交付金の

追加計上でございます。 

 19款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

67万3,000円、１節繰越金67万3,000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。 

 次に、繰越明許費補正につきましてご説明申し

上げます。１ページをお開き願います。１ページ

中段でございます。第２表、繰越明許費補正につ

きましては、地方創生加速化交付金事業につきま

して平成28年度に繰り越しをするものでございま

す。１、追加、２款総務費、１項総務管理費、事

業名、地方創生加速化交付金事業、金額3,652万円。 

 以上、議案第27号につきましてその提案理由を

ご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、

ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇14番（大物 翔君） 補正予算案の２ページ目

の周産期医療支援事業負担金15万3,000円につい

て伺いたいのですけれども、こちら最終的に小樽

協会病院さんのほうへの補助助成という形だと思

うのですけれども、助成をお渡しする際に直接協

会病院さんのほうに振りかえなどの方法で渡る手

はずとなっているでしょうか、それともあるいは

小樽市などほかのどこか経由して最終的に渡ると

いうルートになっているのでしょうか、その辺伺

いたいと思います。 

〇保健課長（須藤明彦君） 14番、大物議員の周

産期医療の支援負担金の関係でお答えしたいと思

います。 

 本負担金につきましては、小樽市が北後志の取

りまとめになっておりますので、こちらのほうに

支払う形になっております。 

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



－175－ 

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27号 平成27年度余市町一般会

計補正予算（第10号）は、原案のとおり可決され

ました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第11、議案第28号 余

市町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例及び余市町指

定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例案

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇高齢者福祉課長（坂本満彦君） ただいま上程

されました議案第28号 余市町指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例及び余市町指定地域密着型介護予防

サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例案につきまして、提案理

由をご説明申し上げます。 

 このたびの一部改正でございますが、平成26年

６月に制定されました地域における医療及び介護

の総合的な確保を推進するための関係法律の整備

等に関する法律の一部が平成28年４月１日から施

行されることに伴い、介護保険法においては第８

条に第17項として地域密着型通所介護に係る規定

が追加されるなど本町条例に引用する条項にも移

動が生じることから、条例中の関係規定について

所要の改正を行うものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第28号 余市町指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例及び余市町指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例案。 

 余市町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例及び余市

町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例を次のとおり制定する。 

 平成28年３月25日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町指定地域

密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例及び余市町指定地域密着型

介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例。 

 （余市町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正） 

 第１条 余市町指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
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（平成25年余市町条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第16条及び第17条中「法第８条第23項」を「法

第８条第24項」に改める。 

 第65条第１項中「法第８条第19項」を「法第８

条第20項」に改め、同条第２項中「法第８条第24項」

を「法第８条第25項」に改める。 

 第87条中「法第８条第23項」を「法第８条第24項」

に改める。 

 第109条中「法第８条第19項」を「法第８条第

20項」に改める。 

 第129条第１項中「法第８条第20項」を「法第８

条第21項」に改める。 

 第150条第１項中「法第８条第21項」を「法第８

条第22項」に改める。 

 （余市町指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の一部改

正） 

 第２条 余市町指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平

成25年余市町条例第２号）の一部を次のように改

正する。 

 第９条第１項中「法第８条第19項」を「法第８

条第20項」に改め、同条第２項中「法第８条第24項」

を「法第８条第25項」に改める。 

 附則 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

 以上、議案第28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、参考資料として条例の新旧対照表を添付

しておりますので、ご高覧賜りますようお願い申

し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「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28号 余市町指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例及び余市町指定地域密着型介護予防

サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決

されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第12、議案第29号 余

市町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給

方法に関する条例及び余市町教育長の給与及び勤

務時間等に関する条例の一部を改正する条例案を

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29号 余市町特別職の職員の給与及び旅

費並びにその支給方法に関する条例及び余市町教

育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を

改正する条例案につきまして、提案理由のご説明

を申し上げます。 

 平成23年９月29日に発生いたしました余市町労

働福祉会館敷地内での本町臨時職員の転落事故に

より町の一般会計から非常に大きな財政出動を行

ったことから、財政運営を考慮し、平成26年度か

ら平成27年度までの２年間にわたり町長及び副町

長、教育長の給与削減を行い、管理職手当の削減

と職員などからの寄附と合わせ余市町財政再生基

金への積み立てを行ってきているところでござい

ますが、現行の特別職給与の独自削減につきまし

ては本年３月末をもって条例上の期間が満了とな

りますことから、平成28年度におきましても引き

続き町長及び副町長、教育長の給与につきまして

削減しようとするものでございます。 

 議案につきましては、総務課長より朗読させま

すので、何とぞご理解賜りますようお願い申し上

げまして提案理由といたします。 

〇総務課長（須貝達哉君） それでは、議案を朗

読申し上げます。 

 議案第29号 余市町特別職の職員の給与及び旅

費並びにその支給方法に関する条例及び余市町教

育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を

改正する条例案。 

 余市町特別職の職員の給与及び旅費並びにその

支給方法に関する条例及び余市町教育長の給与及

び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例

を次のとおり制定する。 

 平成28年３月25日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町特別職の

職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する

条例及び余市町教育長の給与及び勤務時間等に関

する条例の一部を改正する条例。 

 （余市町特別職の職員の給与及び旅費並びにそ

の支給方法に関する条例の一部改正） 

 第１条 余市町特別職の職員の給与及び旅費並

びにその支給方法に関する条例（昭和34年余市町

条例第21号）の一部を次のように改正する。 

 附則に次の２項を加える。 

 16 給料月額は、平成28年４月１日から平成

29年３月31日までの間に限り、第２条の規定にか

かわらず、町長にあっては66万6,000円、副町長に

あっては56万3,000円とする。ただし、この期間に

退職する特別職の職員の当該退職の日における給

料月額は、同条の規定により定められた額とする。 

 17 平成28年４月１日から平成29年３月31日ま

での間における第２条第６項に規定する給料月額

は、前項の規定により定められた額とし、第２条

第６項中「100分の15」とあるのは、「100分の10」

とする。 

 （余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する

条例の一部改正） 

 第２条 余市町教育長の給与及び勤務時間等に

関する条例（昭和45年余市町条例第８号）の一部

を次のように改正する。 

 附則に次の２項を加える。 

 16 給料月額は、平成28年４月１日から平成

29年３月31日までの間に限り、第２条の規定にか

かわらず、51万9,000円とする。ただし、この期間

に退職する教育長の当該退職の日における給料月

額は、同条の規定により定められた額とする。 

 17 平成28年４月１日から平成29年３月31日ま

での間における第２条第６項に規定する給料月額

は、前項の規定により定められた額とし、第２条

第６項中「100分の15」とあるのは、「100分の10」

とする。 

 附則 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

 以上、議案第29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、

ご決定賜りますようお願い申し上げます。 
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 なお、参考資料といたしまして新旧対照表を添

付してございますので、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。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29号 余市町特別職の職員の給

与及び旅費並びにその支給方法に関する条例及び

余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決さ

れました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第13、選挙第１号 余

市町選挙管理委員及び補充員の選挙を行います。 

 初めに、余市町選挙管理委員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、

地方自治法第118条第２項の規定により指名推選

によりたいと思います。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、選挙の方法は指名推選によることに決

しました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、議

長において指名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、議長において指名することに決しまし

た。 

 余市町選挙管理委員に、絹野秀克君、合谷幸代

君、菅原利知君、渡辺秋雄君、以上のとおり指名

いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長において指名

いたしました４名の方々を余市町選挙管理委員の

当選人と定め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、ただいま指名いたしました絹野秀克君、

合谷幸代君、菅原利知君、渡辺秋雄君が余市町選

挙管理委員に当選されました。 

 次に、余市町選挙管理委員補充員の選挙を行い

ます。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、

地方自治法第118条第２項の規定により指名推選

によりたいと思います。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、選挙の方法は指名推選によることに決

しました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、議

長において指名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。 
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 よって、議長において指名することに決しまし

た。 

 余市町選挙管理委員補充員に、第１順位、伊藤

恵美子君、第２順位、樋口章子君、第３順位、本

保敏広君、第４順位、渡邉早苗君、以上のとおり

指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長において指名

いたしました４名の方々を余市町選挙管理委員補

充員の当選人と定め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、ただいま指名いたしました第１順位、

伊藤恵美子君、第２順位、樋口章子君、第３順位、

本保敏広君、第４順位、渡邉早苗君が余市町選挙

管理委員補充員に当選されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第14、決議案第１号 

 飲酒運転根絶を宣言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 飲酒運転根絶を宣言する決議につ

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 飲酒運転根絶を宣言する決議。 

 上記議案を別紙のとおり提出する。 

 平成28年３月25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。飲酒運転根絶を

宣言する決議。 

 交通事故のない安全で安心して暮らせる社会の

実現は、住民すべての切実な願いである。 

 本町においては、昭和37年に「余市町交通安全

都市宣言」を行い、交通安全施設の設置はもとよ

り、交通ルールの遵守と交通マナーの向上のため、

関係機関、団体とともに、交通事故防止のため各

種諸施策を推進してきているところであります。 

 しかし近年、特に、重大事故発生の要因にもな

りかねない飲酒運転が依然として後を絶たず、重

大かつ悲惨な人身事故につながる極めて危険な行

為であり、絶対に許されるものではありません。 

 よって余市町は、飲酒運転撲滅と交通事故のな

い社会の実現のため、住民、事業者、行政、各関

係機関、団体など地域が一体となり、「飲酒運転」

の根絶に取り組むことをここに宣言する。 

 平成28年３月25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） 
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 異議なしと認めます。 

 よって、決議案第１号 飲酒運転根絶を宣言す

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） 日程第15、決議案第２号 

 茅根英昭議員に対する問責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２号 茅根英昭議員に対する問責決議に

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、よろしく審議、ご決定賜

りますようお願い申し上げます。 

 決議案第２号 茅根英昭議員に対する問責決

議。 

 上記議案を別紙のとおり提出する。 

 平成28年３月25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。茅根英昭議員に

対する問責決議。 

 議員は、住民の直接選挙によって選ばれ、住民

全体の代表者として議会を構成し、その職務に専

念するとともに、町の意思を決定する重要な責務

がある。 

 その上で、議員としての権限とともに義務があ

り、特に、本会議や委員会等の会議出席について

は、健康上あるいは突発的な事故等を除き、議員

として当然、義務を負うものであり、本町議会会

議規則第２条に「議員は、事故のため出席できな

いときは、その理由を付け」と規定がされている。 

 しかし、茅根議員は、余市町の重要な平成28年

度予算を審議している特別委員会の開催中にもか

かわらず欠席し、その理由が新聞報道されたよう

に私的用務を優先したことが明らかとなり、正当

な理由なく欠席されたことは誠に遺憾であり、議

員としての職責、責任の重さを認識していないと

言わざるを得ない。 

 よって、余市町議会として、これら責任を真摯

に受け止め、議員としての自覚と責任ある行動を

するよう猛省を促すものである。 

 平成28年３月25日、余市郡余市町議会。 

 以上、決議案第２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。 

 これより決議案第２号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、決議案第２号 茅根英昭議員に対する

問責決議は、原案のとおり可決されました。 

 この際、茅根議員から発言の申し出があり、発

言を許可したいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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 異議なしと認めます。 

 茅根議員の発言を許します。 

〇17番（茅根英昭君） 発言の機会をいただきま

して、まことにありがとうございます。 

 このたびは、皆様に大変ご迷惑をおかけしまし

たことを改めて深くおわびを申し上げます。決議

を重く受けとめ、今後このようなことがないよう

精進してまいりますので、どうかよろしくお願い

申し上げます。大変申しわけありませんでした。 

〇議長（中井寿夫君） 茅根議員の発言が終わり

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16、意見案第１号 医療等に係る消費税問題の

抜本的解決を求める要望意見書、日程第17、意見

案第２号 子どもの貧困対策の抜本的強化を求め

る要望意見書、日程第18、意見案第３号 貸し切

りバス事業への「規制緩和」見直しと運転手の労

働条件改善を求める要望意見書、日程第19、意見

案第４号 児童虐待防止対策の抜本強化を求める

要望意見書の以上４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19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４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 医療等に係る消費税問

題の抜本的解決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 子どもの貧困対策の抜

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。 

 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 貸し切りバス事業への

「規制緩和」見直しと運転手の労働条件改善を求

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 児童虐待防止対策の抜

本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20、意見案第５号 

 軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防及

びその危険性や予後の相談可能な窓口などの設置

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。 

 これより意見案第５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５号 軽度外傷性脳損傷・脳

しんとうの周知と予防及びその危険性や予後の相

談可能な窓口などの設置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21、意見案第６号 

 若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求

める要望意見書を議題といたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、提出

者の説明を省略することにいたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、提出者の説明は省略することに決しま

した。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第６号については委員会の付託

を省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより意見案第６号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、意見案第６号 若者も高齢者も安心で

きる年金制度の実現を求める要望意見書は、原案

のとおり可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第22、意見案第７号 

 所得税法第56条の廃止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
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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） 

 起立少数であります。 

 よって、意見案第７号 所得税法第56条の廃止

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23、意見案第８号 

 介護保険大改悪を中止・撤回し、誰もが安心し

て介護を受けることができるよう必要な財政措置

を講じることを強く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８号については委員会の付託

を省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより意見案第８号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立少数であります。 

 よって、意見案第８号 介護保険大改悪を中止

・撤回し、誰もが安心して介護を受けることがで

きるよう必要な財政措置を講じることを強く求め

る要望意見書は、否決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第24、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
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継続審査調査に付することに決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 以上で本日の日程は全て

終了いたしました。 

 よって、会議を閉じます。 

 これをもって平成28年余市町議会第１回定例会

を閉会いたします。 

閉 会 午前１１時５５分 
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