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平成２８年余市町議会第４回定例会会議録（第１号）

開 会  午前１０時００分 

延 会  午後 ４時５１分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２８年１２月１３日（火曜日）     

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開 会             

平成２８年１２月１３日（火曜日）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  細 川 雄 哉 

〇議 事 日 程            

  第 １ 会議録署名議員の指名       

  第 ２ 会期の決定            

      議長の諸般報告          

  第 ３ 平成２８年余市町議会第３回定例会 

      付託 認定第 １号 平成２７年度 

      余市町水道事業会計決算認定につい 

      て（平成２７年度余市町水道事業会 

      計決算特別委員会審査結果報告）  

  第 ４ 平成２８年余市町議会第３回定例会 

      付託 議案第 ７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 

      例の一部を改正する条例案     

  第 ５ 議案第 ８号 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（以上２件、民生環境常任委 

      員会審査結果報告）        

  第 ６ 平成２８年余市町議会第３回臨時会 

      付託 認定第 １号 平成２７年度 

      余市町一般会計歳入歳出決算認定に 

      ついて              

  第 ７ 認定第 ２号 平成２７年度余市町 

      介護保険特別会計歳入歳出決算認定 

      について             

  第 ８ 認定第 ３号 平成２７年度余市町 

      国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

      認定について           

  第 ９ 認定第 ４号 平成２７年度余市町 

      後期高齢者医療特別会計歳入歳出決 

      算認定について          

  第１０ 認定第 ５号 平成２７年度余市町 

      公共下水道特別会計歳入歳出決算認 

      定について（以上５件、平成２７年 

      度余市町各会計決算特別委員会審査 

      結果報告）            

  第１１ 議案第１５号 財産の処分について 

  第１２ 議案第 １号 平成２８年度余市町 

      一般会計補正予算（第６号）    

  第１３ 議案第 ２号 平成２８年度余市町 

      介護保険特別会計補正予算（第４号） 

  第１４ 議案第 ３号 平成２８年度余市町 

      国民健康保険特別会計補正予算（第 

      ３号）              

  第１５ 議案第 ４号 平成２８年度余市町 

      後期高齢者医療特別会計補正予算 

      （第１号）            

  第１６ 議案第 ５号 平成２８年度余市町 

      公共下水道特別会計補正予算（第３ 

      号）               

  第１７ 議案第 ７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１８ 議案第 ８号 余市町職員給与条例 

      の一部を改正する条例案      

  第１９ 議案第 ９号 余市町議会議員の議 

      員報酬及び費用弁償等に関する条例 

      の一部を改正する条例案      

  第２０ 議案第１０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 
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      部を改正する条例案        

開 会 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから平成28年余

市町議会第４回定例会を開会いたします。 

 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。 

 今期定例会に提出されました案件は、委員会審

査結果報告８件、議案15件、陳情１件、他に一般

質問と議長の諸般報告です。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第119条の規定によ

り、議席番号１番、野呂議員、議席番号２番、吉

田議員、議席番号３番、井議員、以上のとおり

指名いたします。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 この際、議会運営委員会の委員長からの報告を

求めます。 

〇18番（溝口賢誇君） 平成28年余市町議会第４

回定例会開催に当たり、昨日午前10時より委員会

室におきまして議会運営委員会が開催されました

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。 

 今期定例会に提出されました案件は、委員会審

査結果報告８件、議案15件、陳情１件、一般質問

は10名によります13件、他に議長の諸般報告でご

ざいます。 

 会期につきましては、本日より12月16日までの

４日間と決定しましたことをご報告申し上げま

す。 

 なお、日程の割り振りにつきましては、議員各

位のお手元に日程表が配付されておりますので、

省略させていただきます。 

 さらに、内容につきましてご報告申し上げます。 

 平成28年余市町議会第３回定例会付託にかかわ

る日程第３、認定第１号 平成27年度余市町水道

事業会計決算認定についてにつきましては、平成

27年度余市町水道事業会計決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。 

 平成28年余市町議会第３回定例会付託にかかわ

る日程第４、議案第７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

準を定める条例の一部を改正する条例案、日程第

５、議案第８号 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、以上２件につきまし

ては、それぞれ関連がございますので、一括上程

の上、民生環境常任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。 

 平成28年余市町議会第３回臨時会付託にかかわ

る日程第６、認定第１号 平成27年度余市町一般

会計歳入歳出決算認定について、日程第７、認定

第２号 平成27年度余市町介護保険特別会計歳入

歳出決算認定について、日程第８、認定第３号 平

成27年度余市町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算認定について、日程第９、認定第４号 平成27年

度余市町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について、日程第10、認定第５号 平成27年度

余市町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、以上５件につきましては、それぞれ関連が

ございますので、一括上程の上、平成27年度余市
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町各会計決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11、議案第１号 平成28年度余市町一般

会計補正予算（第６号）につきましては、即決に

てご審議いただくことに決しました。 

 日程第12、議案第２号 平成28年度余市町介護

保険特別会計補正予算（第４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13、議案第３号 平成28年度余市町国民

健康保険特別会計補正予算（第３号）につきまし

ては、即決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第14、議案第４号 平成28年度余市町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第１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15、議案第５号 平成28年度余市町公共

下水道特別会計補正予算（第３号）につきまして

は、即決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第16、議案第７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17、議案第８号 余市町職員給与条例の

一部を改正する条例案につきましては、即決にて

ご審議いただくことに決しました。 

 日程第18、議案第９号 余市町議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例案、日程第19、議案第10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、以上２件に

つきましては、それぞれ関連がございますので、

一括上程の上、即決にてご審議いただくことに決

しました。 

 日程第20、議案第15号 財産の処分についてに

つきましては、即決にてご審議いただくことに決

しました。 

 日程第21、一般質問は、10名による13件です。 

 日程第22、議案第６号 余市町ふるさと応援寄

附条例案につきましては、所管の総務文教常任委

員会に閉会中といえども審査、調査のできること

をつけ加え、付託することに決しました。 

 日程第23、議案第11号 余市町放課後児童クラ

ブ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24、議案第12号 余市町国民健康保険税

条例の一部を改正する条例案につきましては、議

長を除く議員17名で構成する余市町国民健康保険

税条例審査特別委員会を設置し、閉会中といえど

も審査、調査のできることをつけ加え、付託する

ことに決しました。 

 日程第25、議案第13号 余市町介護保険条例の

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26、議案第14号 余市町地域包括支援セ

ンターの人員及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例案につきましては、即決に

てご審議いただくことに決しました。 

 日程第27、陳情第１号 家庭生ごみ・下水道汚

泥等のアミノ酸堆肥化に関する陳情書につきまし

ては、所管の民生環境常任委員会に閉会中といえ

ども審査、調査のできることをつけ加え、付託す

ることに決しました。 

 なお、追加案件もあると伺っておりますので、

それらの案件が提出されました時点で議会運営委

員会を開催し、その結果をご報告申し上げます。 

 以上を申し上げまして、議会運営委員会の報告

といたします。 

〇議長（中井寿夫君） ただいま委員長から報告

のとおり、今期定例会の会期は本日から16日まで

の４日間といたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 
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 よって、今期定例会の会期は本日から16日まで

の４日間と決定いたしました。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、お手

元にご通知いたしました案のとおりでありますの

で、ご了承願います。 

（「議事進行」の声あり） 

〇２番（吉田 豊君） ただいま議運の委員長か

ら日程の説明がありましたけれども、日程第20、

議案第15号 財産の処分については、一般会計補

正予算の第６号と密接な関係がありますので、一

括上程されるよう、関連があるので、一括上程さ

れるように願いたいと。それでなければ単独でも

よろしいですけれども、補正予算の前に先議され

るようよろしくお取り計らい願います。 

〇議長（中井寿夫君） ただいま２番、吉田議員

から議案についての議事進行がございました。議

長といたしましては、日程の関係でありますので、

議会運営委員会で協議願いたいと思います。 

 その間暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時１３分 

再開 午前１１時１４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、先ほ

ど２番、吉田議員から議事進行発言のありました

議案第15号 財産の処分についての日程の順序に

ついて審議がなされ、その結果、日程第10の次に

日程第11として議案第15号 財産の処分について

を先に審議を行うことに決しました。 

 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。 

 お諮りいたします。日程の順序を変更し、日程

第20、議案第15号 財産の処分についてを日程第

11とし、先に審議したいと思います。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、日程第20、議案第15号 財産の処分に

ついてを日程第11とし、先に審議することに決し

ました。 

 なお、今期定例会は、地方自治法第121条第１項

の規定により説明員として通知のありました者は

お手元に配付のとおりでありますので、ご了承願

います。 

 次に、傍聴人の定員について申し上げます。 

 傍聴規則第３条の規定により、傍聴人は報道関

係者と他に一般傍聴者38名となっておりますこと

をご報告申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、諸般の報告をいた

します。 

 地方自治法第235条の２第３項の規定によりま

す例月出納検査の結果報告が監査委員からありま

したので、その写しを配付しておりますので、ご

了承願います。 

 次に、去る11月８日、後志町村議会議長会によ

る北海道横断自動車道の早期整備に関する要望活

動が実施され、お手元に配付の内容のとおり関係

省庁、道内選出国会議員に要請してまいりました

ので、ご報告いたします。 

 次に、去る11月９日、東京ＮＨＫホールにおい

て開催されました第60回町村議会議長全国大会、

あわせて第41回豪雪地帯町村議会議長全国大会に
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出席しました。大会には来賓として安倍内閣総理

大臣、大島衆議院議長、冨樫総務大臣政務官、山

本まち・ひと・しごと創生担当大臣、二階自由民

主党幹事長、藤原全国町村会長、他に各地方選出

国会議員を迎え、お手元に配付の大会決議並びに

特別決議等を採択しましたことをご報告申し上げ

ます。なお、それぞれの詳細につきましては、関

係書類を事務局に保管してありますので、必要な

場合ごらんいただきたいと思います。 

 以上で諸般報告を終わります。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、平成28年第３回定

例会において付託にかかわる日程第３、認定第１

号 平成27年度余市町水道事業会計決算認定につ

いてを議題といたします。 

 この際、平成27年度余市町水道事業会計決算特

別委員会委員長から審査結果の報告を求めます。 

〇10番（野崎奎一君） ただいま上程されました

平成28年余市町議会第３回定例会において平成

27年度余市町水道事業会計決算特別委員会設置付

託にかかわる認定第１号 平成27年度余市町水道

事業会計決算認定について、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９月16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、委員長に不詳私野崎が、

副委員長に野呂委員が選任されました。 

 実質審議につきましては、平成28年11月24日、

１日間で審議を終えた次第であります。なお、委

員の出席及び説明員の出席状況につきましては、

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。また、審査の経過につきまし

ては、議長並びに議会選出の監査委員を除く議員

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。認定

第１号 平成27年度余市町水道事業会計決算認定

については、採決の結果、起立多数で原案のとお

り認定することに決しました。 

 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、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。 

 認定第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。 

 これより認定第１号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするも

のです。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定すること

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、認定第１号 平成27年度余市町水道事

業会計決算認定については、委員長の報告のとお

り認定されました。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、平成28年第３回定

例会において付託にかかわる日程第４、議案第７

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の一

部を改正する条例案、日程第５、議案第８号 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

条例案の以上２件を一括議題といたします。 

 この際、民生環境常任委員会委員長から審査結

果の報告を求めます。 

〇８番（吉田浩一君） ただいま上程されました
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平成28年余市町議会第３回定例会において民生環

境常任委員会に付託されました議案第７号 余市

町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を改正す

る条例案、議案第８号 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、

その審査の経過と結果につきましてご報告申し上

げます。 

 当該委員会の開催年月日、出席委員、説明員等

につきましては、お手元に報告書が配付されてお

りますので、報告を省略させていただきます。 

 このたびの条例の一部改正の主な内容につきま

しては、平成26年６月25日付法律第83号で公布さ

れ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

一部施行により、介護保険法及び施行規則等の一

部が改正され、定員19名未満の小規模通所介護事

業所及び療養通所介護事業所が提供する介護予防

サービスを含む通所サービスが地域密着型サービ

スに移行し、その指定等については市町村が行う

こととされたこと、また介護予防認知症対応型通

所介護事業者にかかわる運営推進会議の設置等の

関係規定の改正がされたところであります。改正

の内容につきましては、国、都道府県から移行さ

れたものでありますので、特段新たな項目は基本

的にはないということになりますが、改正規定は

かなり多く、さらに町村が指定するということは

監督について町に全責任があるということとなり

ます。 

 委員会審議におきましては、質疑前に理事者側

より今回の改正内容がわかる資料の提出を求め、

条例施行に当たり本町では各条項をどう取り扱う

のかという内容の説明を受けた上で、現状で町内

のどの施設が対象となり得るのかという資料提出

もいただき、さらには民間施設で行われているデ

イサービスの実態を視察、鋭意慎重に審査を行い

ました。以下、質疑等の内容につきましてご報告

申し上げます。 

 まず、全体の質疑では、財源の問題で財源その

他に関しては現状と変わらないということになっ

ているが、今後を見据えた場合それはどうなのか。

今でさえ介護予防のさまざまな分野の変更、見直

し改定がされている中、今まで続けてきた関連サ

ービスが後退してはいけないし、今後制度の変更

があった場合でも今までのサービスを維持しなが

ら、なおかつ改善しながら進めていけるのか。さ

らに、情報共有という面では、高齢化に関して事

業所の見方と余市町の見方ではかなり乖離がある

のではないかとの質疑に対し、平成30年度からス

タートする第７期の介護保険事業計画策定に当た

り、今後のサービスの需要や供給、また保険料の

関係も検討し、実情に即した利用者や使いやすく

不便にならないサービスの提供に努めたい。また、

各事業所における情報共有については、事業所を

含めた会議等の中で同じ情報を共有できるように

会議の場には多く顔を出していきながら進めたい

との答弁がされております。 

 次に、各項に対しての質問がされました。第59条

第３項関係であります。人員としては、生活相談

員、看護師、介護職員、機能訓練指導員とあり、

第７項において生活相談員、または介護職員が１

名以上常駐とされていますが、生活相談員、また

は介護職員が１名いれば18名までの小規模通所介

護事業所を開設できるという解釈でよいのかとの

質疑に対し、常勤については各事業所において就

労規則等を定めている常勤の従業者が勤務する時

間数に達しているのかということとなる。従業員

の配置については、利用定員が10名以下の場合は

生活相談員が１名以上、看護職員、または介護職

員が１名以上、機能訓練指導員が１名以上となり、

１日に３名以上の配置が必要で、そのうち生活相
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談員、看護職員、介護職員のうち１名以上が常勤

でなければならない。利用定員が11名以上の場合

は、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練

指導員がそれぞれ１名以上で１日４名以上の配置

が必要であり、生活相談員、または介護職員どち

らか１名が常勤ということとしている。これに関

しての関連質問として、就労時間を基準として考

えるとパートタイマー勤務でも構わないこととな

るが、就労の悪循環となり、介護現場の処遇改善

にも手がつけられない状況から、サービスを受け

ている側、提供する側も物理的にもつのだろうか

という懸念がある。答弁では、推進会議や２年に

１回の実地指導、さらには何かあった場合はすぐ

に指導するという考え方である。各事業所の事情

を聞きながら、今後の町全体として介護職員に対

する考え方をどうするのかということの検討をし

ていきたいと答弁がされました。 

 次に、第59条第４項の質疑であります。条文の

中には同一敷地内にある他の事業所、施設等の職

務に従事することができるものとするとあるが、

この同一敷地という定義は何なのか。また、大き

な土地でその中に施設群があるとした場合、職員

不足によって兼業状態で行ったり来たりするよう

な雇用側が極端な調整をする可能もあるのではな

いかとの質疑では、管理者にかかわる部分での同

一敷地内については、同じ系列の事業者による他

のサービス事業所や施設等が一体的に利用できる

土地の中にある場合を同一敷地内と考えている。

何かあった場合は各事業所の事情を聞き、町全体

として介護職員に対する考え方をどうするのかと

いうことで検討したいとの答弁がされておりま

す。 

 次に、第59条第８項関係であります。利用者の

要介護状態の軽減、または悪化の防止に資するよ

うその目標を定めてあり、第２号にはその質の評

価を行うとあるが、この目標は誰が点検し、また

質の評価は誰がするのか。そして、役場としては

どのようにかかわっていくのかとの質疑では、目

標の設定、評価については事業者みずからが行う

こととなっている。改善する点があれば事業所内

での話し合いを重ねた中で改善を図っていくもの

であり、町としては実地指導や運営推進会議の中

で随時確認していきたいと答弁がされ、これに関

する質問として、関係者同士の評価としてはどう

しても甘くなり、外部からだと厳しくなり過ぎる。

バランスが重要であり、運営推進会議は６カ月に

１回は開催するようになっているが、チェック体

制は負担がかかるかもしれないが、少し密にして

いったほうがいいのではないか。チェック体制と

して内部評価というのは、どうしても客観性が失

われやすい。町のチェックは２年に１度という頻

度ではいかがなものなのかという質疑に関して

は、運営推進会議等を活用させ、その中で改善や

意見、要望という形で進めていきたい。各事業所

は、それぞれ法令に従い、町の条例にも従い、規

則に基づいて遵守しながら事業の運営を行ってい

くものと思う。ただ、利用者に対する処遇がよろ

しくないというような場合は、随時指導をさせて

いただく。法令違反がある状態になったときには

速やかに調査を行い、しかるべき措置を講じてい

かなければならないと考えているとの答弁がされ

ております。 

 次に、第59条第９項関係であります。条文では、

住みなれた地域での生活とあるが、住みなれた地

域ということは具体的にどういうことを示してい

るのかとの質疑に対しては、自分が居住する地域

を指すのが一般的ではあるが、利用者の方々が個

々に感じられる住みなれた地域とは、それぞれの

思いの中で感じるものであると考えているとの答

弁であります。 

 次に、第59条第14項関係の質疑であります。災

害その他やむを得ない事情がある場合を除き、利

用定員を超えて介護の提供をするということはや

ってはならないとあるが、その他やむを得ない事
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情というのはどういったことが考えられるのかと

の質問の答弁は、多くは想定できないが、例えば

家庭内で虐待があって、他のご家族が帰ってきて

保護されるまでの日中の利用ということがやむを

得ない事情に該当すると考えているとの答弁でし

た。 

 次に、第59条第15項と第59条第18項であります。

事業者は、具体的な計画を立て、非常災害時の関

係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを

定期的に従業員へ周知するとともに、定期的に避

難、救出その他必要な訓練を行わなければならな

いとされており、町はどのようにチェックしてい

くのか。また、罰則はあるのかとの質疑に対して

は、余市町としては２年に１回程度実地指導を計

画し、これ以外に関しても指導などを行いたい。

介護保険法の規定に基づき、改善勧告、改善命令

にも応じない場合は、最終的には効力の停止や指

定の取り消しといった流れとなっている。 

 次に、第59条第17項に関しての質疑と答弁とし

て、利用者間の苦情に関し町等が派遣する者が行

う相談とあるが、町が派遣するということは町職

員が相談を聞くのか、町が依頼した人が相談に乗

るのかの質疑に対しては、一概に町職員だけとい

うことではないが、利用者からの苦情は行政とす

れば一番シビアに考えていかなければならない問

題であり、町が指名する職員や地域包括支援セン

ターなどからを想定しているとの答弁でありま

す。 

 次に、第59条第35項であります。通所介護事業

所と医療機関の距離的なものについて定められて

いるが、本文中には隣接しなければならないとあ

り、この隣接というのはどの程度の距離を念頭に

置いているのか。直線距離なのか、実際の移動距

離でこのくらいと見ているのかとの質疑に対し

て、指定療養通所介護というサービスの性格上、

緊急時に対応する移動距離となれば同一の敷地内

に医療機関があって連携がとれればいいが、療養

通所介護事業所が所在する場所の立地条件や道路

事情等もあり、事業所から医療機関までの少ない

移動時間で到達できる場所を指すものと考えてい

る。距離的なものではなく、直ちに速やかに受診

できるような場所でなければ町としても指定する

段階では考慮しなければならないことであって、

具体的にこの距離だからよいとか悪いという部分

ではなく、直ちに搬入できる距離でなければなら

ないと考えているとの答弁がされ、以上が議案第

７号の主要な質疑でありました。 

 次に、一括上程となっております議案第８号 

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

る条例案についてでありますが、議案第８号につ

きましても議案第７号と同様に法令等の改正に伴

う関係規定の追加等を行うものであります。 

 主な内容といたしましては、介護予防認知症対

応型通所介護事業所にかかわる運営推進会議の設

置や記録の作成及び公表等に関する規定の追加並

びに条項移動に伴う整備等となっており、地域と

の連携等をより密接にするような具体的手法が追

加されております。 

 主たる審議内容ですが、本格的に移行していく

前に推進会議などを立ち上げ、町で持っている情

報を提供し、各事業者が判断し、事業を継続でき

るかどうかの見通しを立てるようにすべきではな

いのか。介護報酬の改定などが続き、ヘルパーと

利用者の時間が制限され、従来確保されていた時

間がとれなくなっている事例があり、今後財源を

含めて制度が維持できるのだろうかということで

懸念を感じているとの質疑に対しましては、小規

模事業所の指定について都道府県から町村が身近

なところで指定権限を持ってその事業所を指導し

ていきなさいというような内容であり、今後の財

源的な問題、この制度が安定的に運営されていく
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ようしっかりとした財源の手だても国のほうにお

願いをしていきたいと考えている。 

 さらに、続いての質疑として、運営推進会議の

構成メンバーとしては、町の職員、または地域包

括支援センターの職員と明記されているが、地域

包括支援センターからこの会議に出席する方はど

ういった職位の方を想定し、町の職員と支援セン

ターの職員が同席した中では主に進めていくのは

どちらなのか。また、責任を持って運営していく

のはどちらになるのかとの質疑の答弁としまして

は、地域密着型介護予防サービスにかかわる運営

推進会議については、構成員の中で地域包括支援

センターの職員は確認していないが、現在グルー

プホームで行われている運営推進会議には役職は

関係なくそれぞれ分担されて出席している。運営

会議の構成員は、利用者、利用者の家族、地域住

民の代表、町職員、または地域包括支援センター

の職員、介護予防認知症対応型通所介護について

知見を有する者となっており、それぞれの立場か

ら運営推進会議に出席していることから、同等の

構成員の立場の中で運営推進会議の出席になる。

運営推進会議は、事業所が主体となり、推進して

いく会議となり、町としては現状を聴取し、互い

に意見を出し合い進めていくものであるとの答弁

でした。 

 以上が議案第８号における主要な質疑でした。 

 ３回の委員会にわたり慎重な審議を行い、質疑

終結後、採決に付した結果、議案第７号は全会一

致で原案可決、議案第８号も全会一致で原案可決

との結論を得ました。 

 以上、平成28年第３回定例会において民生環境

常任委員会に付託されました議案２件につきまし

て審査経過並びに結果につきましてご報告いたし

ますので、議員各位におかれましてはご審議、ご

決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 以上で委員長報告を終了いたします。 

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。 

 まず、議案第７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７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７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

を定める条例の一部を改正する条例案は、委員長

の報告のとおり決しました。 

 次に、議案第８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８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８号 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、委員長の報

告のとおり決しました。 

 昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

休憩 午前１１時４３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
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開きます。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、平成28年第３回臨

時会において付託にかかわる日程第６、認定第１

号 平成27年度余市町一般会計歳入歳出決算認定

について、日程第７、認定第２号 平成27年度余

市町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て、日程第８、認定第３号 平成27年度余市町国

民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、

日程第９、認定第４号 平成27年度余市町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、日

程第10、認定第５号 平成27年度余市町公共下水

道特別会計歳入歳出決算認定についての以上５件

を一括議題といたします。 

 この際、平成27年度余市町各会計決算特別委員

長から審査結果の報告を求めます。 

〇４番（岸本好且君） ただいま上程されました

平成28年余市町議会第３回臨時会において、平成

27年度余市町各会計決算特別委員会設置付託にか

かわる認定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10月31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、委員長に不肖私岸本が、

副委員長に溝口委員が選任されました。 

 なお、委員会の開催日、委員の出席及び説明員

の出席状況につきましては、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。

また、審査の経過につきましては、議長並びに議

会選出の監査委員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、

認定第１号 平成27年度余市町一般会計歳入歳出

決算認定については、採決の結果、全会一致で原

案のとおり認定することに決しました。 

 次に、認定第２号 平成27年度余市町介護保険

特別会計歳入歳出決算認定については、採決の結

果、起立多数で原案のとおり認定することに決し

ました。 

 次に、認定第３号 平成27年度余市町国民健康

保険特別会計歳入歳出決算認定については、採決

の結果、起立多数で原案のとおり認定することに

決しました。 

 次に、認定第４号 平成27年度余市町後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算認定については、採

決の結果、起立多数で原案のとおり認定すること

に決しました。 

 次に、認定第５号 平成27年度余市町公共下水

道特別会計歳入歳出決算認定については、採決の

結果、全会一致で原案のとおり認定することに決

しました。 

 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、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。 

 まず、認定第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。 

 これより認定第１号を採決いたします。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするも

のです。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定すること

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、認定第１号 平成27年度余市町一般会

計歳入歳出決算認定については、委員長の報告の

とおり認定されました。 

 次に、認定第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。 
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 これより認定第２号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするも

のです。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定すること

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、認定第２号 平成27年度余市町介護保

険特別会計歳入歳出決算認定については、委員長

の報告のとおり認定されました。 

 次に、認定第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。 

 これより認定第３号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするも

のです。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定すること

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、認定第３号 平成27年度余市町国民健

康保険特別会計歳入歳出決算認定については、委

員長の報告のとおり認定されました。 

 次に、認定第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。 

 これより認定第４号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするも

のです。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定すること

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、認定第４号 平成27年度余市町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算認定については、

委員長の報告のとおり認定されました。 

 次に、認定第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。 

 これより認定第５号を採決いたします。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするも

のです。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定すること

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、認定第５号 平成27年度余市町公共下

水道特別会計歳入歳出決算認定については、委員

長の報告のとおり認定されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第11、議案第15号 財

産の処分についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇財政課長（山本金五君） ただいま上程されま

した議案第15号 財産の処分についてにつきまし

て、その提案理由をご説明申し上げます。 

 一般国道５号倶知安余市道路共和余市建設に当

たり、当該事業用地として国土交通省北海道開発

局小樽開発建設部から売り払いの協議があり、売

り払いの手続を進めたく、議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条

の規定に基づき議会の議決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。 

 議案第15号 財産の処分について。 

 次のとおり、町有地の処分をしたいので、議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例（昭和39年余市町条例第15号）第３条

の規定により議会の議決を求める。 

 平成28年12月13日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをお開き願います。 
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 記。 

 １、処分の目的、一般国道５号倶知安余市道路

（共和～余市）建設に伴う事業用地として。 

 ２、処分する不動産（土地）の所在地、地目及

び面積。 

 所在地、余市郡余市町登町1307番３の内、地目、

公衆用道路、面積500.78平方メートル。 

 所在地、余市郡余市町登町1321番２、地目、公

衆用道路、面積855平方メートル。 

 所在地、余市郡余市町登町1330番２の内、地目、

公衆用道路、面積3,859.67平方メートル。 

 所在地、余市郡余市町登町1331番の内、地目、

公衆用道路、面積2,672.64平方メートル。 

 所在地、余市郡余市町登町1334番５の内、地目、

公衆用道路、面積2,875.21平方メートル。 

 所在地、余市郡余市町登町1339番３の内、地目、

公衆用道路、面積3,415.45平方メートル。 

 所在地、余市郡余市町登町1339番５の内、地目、

公衆用道路、面積1,569.18平方メートル。 

 面積合計１万5,747.93平方メートル。 

 ３、処分の価格、一金916万6,865円也。 

 ４、処分の相手方、小樽市潮見台１丁目15番５

号、国土交通省北海道開発局小樽開発建設部部長、

倉内公嘉。 

 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、

ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇２番（吉田 豊君） まず、売却後の周辺の環

境はどうなるのか。農道離着陸空港あるわけだか

ら、飛行機が入ってきたり、ヘリコプターの関係

があるのだけれども、そういうものに支障がない

のか。あるいは、ポール等高いものがそういうも

のが立ったりすれば支障が生じるわけだけれど

も、そういうものはまず解決されているのかとい

うことが１つ。 

 もう一つは、公有財産から普通財産に落として

売却するわけだから、普通財産にしなければ売却

できないわけだから、その売却が適当であるのか

ということで、当初の事業からの一連の概要をま

ず説明していただきたいと思います。 

 次に、当初の事業費の内訳と事業主体、そのよ

うな形のものがどういうふうになっているのか。

お聞きしたら道の事業でやって、完了後町のほう

にそれが譲渡されたというお話を聞きましたけれ

ども、その辺のかかわりはどういうふうになって

いるのか。 

 それから、譲渡されれば通常譲渡の契約書が出

てきているわけです。契約書は、普通その契約の

内容には、補助金等にかかわる予算の執行の適正

化に関する法律というのがありまして、道費でも

国費でも入っている場合には用途変更した場合に

それぞれ目的が違うふうになるものだから、補助

金等の返還が発生するということなのですけれど

も、この場合は基本的に事業主体が余市町という

地方公共団体でなくて、当初は北海道であったわ

けだから、そういうことからすれば補助金の適正

化に関する法律というのは適用しないのではない

かなと、そういうふうに思っているのです。何よ

り問題なのは、原因者が国であるという場合です。

国であるという場合は、道に補助金が入っていて

も、道は返還の義務あるかもしれないけれども、

余市町は譲渡された財産であるから返還の義務は

ないのでないかなと、そういうふうに私は考えて

いるのです。それで、もし今回の予算の中に国費

も返還するということであれば、返還しなければ

ならないという明らかな文書を提出して明示して

ほしいと、そういうことです。それでなければ、

いわゆるひもつき財源がどんな形で移転や譲渡さ

れても最後までひもつきということになってしま

いますので、その辺ははっきり明確にしていただ

きたいと思います。余市町は、別にこの問題で何
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もしていないわけです。何ら一つもしていない。

余市町がやるべきことは、ただいただいた財産を

普通財産に落として、それを売るというだけの行

為ですから。当初からこの事業に対して余市町が

補助金をもらったわけでもないし。道のほうはそ

れで構わないのだけれども。 

 それと、道との譲渡契約の中で財産を売ったり、

買ったり、用途変更したりした場合のその部分は、

目的外使用というのか、そういう場合はどういう

ような契約になっているのか、その辺もあわせて

お聞きしたいなと、そういうふうに思います。 

〇議長（中井寿夫君） 答弁調整のため暫時休憩

いたします。 

休憩 午後 １時１９分 

再開 午後 ２時５９分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 ２番、吉田議員の質疑に対する答弁を求めます。 

〇農林水産課長（細山俊樹君） 答弁調整のため

貴重なお時間をいただき、まことにありがとうご

ざいました。２番、吉田議員のご質問にご答弁を

申し上げたいというふうに思います。 

 大きく３点にわたり私のほうからご答弁をさせ

ていただきます。１点目の農道離着陸場への影響、

本地の償還に伴う農道離着陸場への影響について

でございます。農道離着陸場につきましては、航

空機が安全に離着陸できるよう周辺の一定の区間

を無障害物状態にしておくことが必要であるた

め、周辺の土地には地役権の設定がされる等の規

制がかけられているところでございます。当該地

に道路が建設されても制限表面より上に道路施設

が建設されることはなく、離着陸場の機能に支障

がないことと考えているところでございます。 

 なお、譲渡後本地に地役権を設定し、空域の規

制をする予定となってございますので、１点目ご

理解を賜りたいというふうに思います。 

 ２点目の農道離着陸場事業の経過についてでご

ざいます。本事業につきましては、北海道が事業

主体として行った事業でございます。昭和63年の

４月に事業の採択をいただき、工事の事業採択が

平成４年の11月に行われてございます。工事の完

了が平成９年８月でございまして、同年の９月に

道より財産の譲渡を受けたものでございます。総

事業費につきましては、24億8,000万円の事業でご

ざいます。 

 なお、本事業にかかわる関係機関の負担割合に

ついてもご説明したいと思いますが、本事業につ

きましては数年にわたる事業のため年度ごとに率

が変わるため事業期間の平均で申し上げますが、

国が約44.5％、道が約37.6％、町が約17.8％程度

の事業負担をしているということになってござい

ますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 次に、用途廃止をする場合の道との契約内容に

ついてのご質問についてご答弁を申し上げたいと

いうふうに思います。農道離着陸場用地につきま

して事業終了後、道から譲与を受けているところ

でございます。譲与に当たりまして道との契約が

ございまして、その第７条で用途廃止の条項がご

ざいます。指定期間満了前において譲渡財産にお

いて用途を廃止しようとする場合には、支庁長の

承認を得なければならないという条項がございま

す。さらに、同８条において用途を廃止したとき

はこの契約を解除するとされており、さらに同９

条において契約を解除されたときは道にこの地に

ついて返還をしなければならないとされていると

ころでございますが、同３項において譲与財産の

返還にかえて相当する金額を道に納入することが

できるということがございまして、本条項に基づ

き今回道に納入をするものでございますので、ご

理解を賜りたいと存じます。 

〇２番（吉田 豊君） 道に納入すると言ったけ

れども、はっきり補助事業にかかわる返還金とい

うことではないのだね、位置づけは。道に納入す
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るのは、国も道もそうなのだけれども、かかった

経費のものについてその一部を負担してくるとい

う意味だから、今こういう案件というのは非常に

珍しい案件。恐らく北海道のこの辺の自治体もこ

ういうようなことはないと思うのです。それで、

今後こういうことがあった場合には、いろいろ精

査して、はっきり規則とか条例とかを突き詰めて

予算でも何でも組んでいただきたい。それがあっ

たものですから、わざわざ後ろにあった議案を前

に持ってきたと、そういうことですので、行政側

も気をつけて予算の執行に当たっていただきたい

と、そういうふうに思います。 

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 財産の処分については、

原案のとおり可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第12、議案第１号 平

成28年度余市町一般会計補正予算（第６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28年度余市町一般会計補正予算

（第６号）について、その概要をご説明申し上げ

ます。 

 今回ご提案いたします補正予算につきまして

は、人事院勧告に基づく給与改定及び人事異動等

による人件費の整理と支給決定者の増加等に伴う

障害福祉サービス費等給付費の増額、さらに国の

平成28年度補正予算に伴う平成29年４月から２年

半分の低所得者に対する臨時福祉給付金について

繰越明許費を設定し、補正計上したものでありま

す。 

 次に、ただいま申し上げました以外の各款にお

ける主な補正内容について歳出からご説明申し上

げます。総務費におきましては、寄附に伴う基金

への積立金とふるさと納税謝礼品にかかわる報償

費の増額、さらに情報セキュリティー強化に係る

関連経費の補正計上を行ったものでございます。 

 民生費におきましては、介護サービス事業者の

介護機器等の導入に係る地域介護・福祉空間整備

推進補助金と私立保育園等の入園児童の増加等に

伴う教育・保育給付費負担金の増額補正計上を行

ったものでございます。 

 衛生費におきましては、北後志の救急医療体制

維持のため、余市協会病院に対する補助金の補正

計上を行ったものでございます。 

 農林水産業費におきましては、小樽開発建設部

による一般国道５号倶知安余市道路共和余市建設

に伴う町有財産処分に係る負担金の補正計上を行

ったものでございます。 

 商工費におきましては、余市町中小企業振興条

例に基づく中小企業振興事業補助金の補正計上を

行ったものでございます。 

 土木費におきましては、町道整備事業の減額補

正計上を行ったものであります。 

 教育費におきましては、大川小学校の暖房機及
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び屋外灯油タンクの修繕費の増額補正計上を行っ

たものでございます。 

 公債費におきましては、借り入れ条件の確定に

伴う長期債償還元金の増額と長期債償還利子の減

額補正計上を行ったものでございます。 

 次に、歳入についてご説明いたします。歳入に

つきましては、国、道支出金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

金等に財源を求め、歳出との均衡を図ったもので

ございます。 

 この結果、今回の補正予算額２億6,882万

9,000円を既定予算に追加した予算総額は85億

608万8,000円と相なった次第でございます。 

 以上、今回ご提案いたしました補正予算（第６

号）について、その概要をご説明申し上げました

が、詳細につきましては担当課長よりご説明申し

上げますので、よろしくご審議、ご決定賜ります

ようお願い申し上げます。 

〇財政課長（山本金五君） 議案第１号 平成28年

度余市町一般会計補正予算（第６号）。 

 平成28年度余市町の一般会計の補正予算（第６

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２億6,882万9,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ85億608万8,000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） 

 第２条 地方自治法第213条第１項の規定によ

り翌年度に繰り越して使用することができる経費

は、「第２表 繰越明許費」による。 

 平成28年12月13日提出、余市町長、嶋  保。 

 歳出からご説明申し上げます。５ページをお開

き願います。５ページ中段でございます。歳出の

うち各款、各目に計上の２節給料から４節共済費

までにつきましては、職員の人事異動に伴います

経費の追加と減額並びに負担率の変更に伴う共済

費等の減額について整理したものでございます。

つきましては、職員の人件費の整理ということで

説明は省略させていただきます。 

 ３、歳出、１款議会費、１項議会費、１目議会

費、補正額459万4,000円の減につきましては、人

件費の整理でございます。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

補正額2,845万7,000円の減、２節給料から４節共

済費までにつきましては人件費の整理でございま

す。７節賃金82万5,000円につきましては、臨時職

員に係る賃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。４目財産管理費、

補正額178万1,000円、25節積立金178万1,000円に

つきましては、社会福祉施設等建設基金積立金６

万6,000円、余市町の未来を担う人づくり基金積立

金161万円、図書整備基金積立金10万5,000円の計

上でございます。 

 ５目企画費、補正額40万円、８節報償費40万円

につきましては、ふるさと納税謝礼品の計上でご

ざいます。 

 11目電子計算費、補正額189万7,000円、13節委

託料75万6,000円、14節使用料及び賃借料111万

3,000円、19節負担金補助及び交付金２万8,000円

につきましては、北海道が中心となり構築する情

報セキュリティー強化に係る経費の計上でござい

ます。 

 ２款総務費、２項徴税費、１目税務総務費、補

正額43万2,000円につきましては、人件費の整理で

ございます。 

 ２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸

籍住民基本台帳費、補正額62万5,000円の減につき

ましては、人件費の整理でございます。 

 ２款総務費、４項選挙費、１目選挙管理委員会

費、補正額10万1,000円の減につきましては、人件
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費の整理でございます。 

 ２款総務費、５項統計調査費、１目統計調査費、

補正額73万5,000円の減につきましては、人件費の

整理でございます。 

 ２款総務費、６項監査委員費、１目監査委員費、

補正額10万1,000円の減につきましては、人件費の

整理でございます。 

 次のページをお開き願います。３款民生費、１

項社会福祉費、１目社会福祉総務費、補正額

8,541万9,000円、２節給料から４節共済費までに

つきましては人件費の整理でございます。７節賃

金から13節委託料までにつきましては、臨時福祉

給付事業に係る事務費の計上でございます。19節

負担金補助及び交付金8,255万1,000円につきまし

ては、余市町民生委員協議会負担金５万1,000円と

臨時福祉給付金の計上でございます。 

 ６目心身障害者対策費、補正額１億3,960万円、

20節扶助費１億3,960万円につきましては、支給者

決定増に伴う更生医療給付助成費1,640万円、障害

福祉サービス費等給付費8,940万円、障害児給付費

3,380万円の追加計上でございます。 

 ９目老人福祉費、補正額363万9,000円、19節負

担金補助及び交付金363万9,000円につきまして

は、町内の介護サービス事業者が実施する国の補

助対象となる介護施設整備に対する補助金の計上

でございます。 

 10目介護保険費、補正額217万円、28節繰出金

217万円につきましては、介護保険特別会計に対す

る町負担増に伴う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、２目児童措置費、

補正額2,919万8,000円、19節負担金補助及び交付

金2,862万4,000円につきましては、各保育所入所

児童数の増に伴う負担金の追加計上でございま

す。23節償還金利子及び割引料57万4,000円につき

ましては、平成27年度子ども・子育て支援交付金

の精算による国庫返還金の計上でございます。 

 ３目町立保育所費、補正額112万6,000円の減に

つきましては、人件費の整理でございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総

務費、補正額1,968万1,000円、２節給料から４節

共済費までにつきましては人件費の整理でござい

ます。19節負担金補助及び交付金1,791万9,000円

につきましては、余市協会病院救急医療体制維持

補助金の追加計上でございます。 

 ６目保健師設置費、補正額50万4,000円の減につ

きましては、人件費の整理でございます。 

 次のページをお開き願います。５款労働費、１

項労働諸費、１目労働諸費、補正額416万9,000円

の減につきましては、人件費の整理でございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員

会費、補正額29万9,000円につきましては、人件費

の整理でございます。 

 ２目農業総務費、補正額316万7,000円につきま

しては、人件費の整理でございます。 

 ６目農業土地基盤整備費、補正額158万8,000円、

19節負担金補助及び交付金158万8,000円につきま

しては、一般国道５号倶知安余市道路事業用地売

却に伴う財産処分に係る負担金の計上でございま

す。 

 ７目農村体験交流施設費、補正額３万円、18節

備品購入費３万円につきましては、寄附に伴いま

す備品購入費の計上でございます。 

 ６款農林水産業費、３項水産業費、１目水産業

総務費、補正額184万5,000円の減につきましては、

人件費の整理でございます。 

 ７款商工費、１項商工費、１目商工総務費、補

正額46万1,000円の減につきましては、人件費の整

理でございます。 

 ２目商工振興費、補正額118万5,000円、19節負

担金補助及び交付金118万5,000円につきまして

は、中小企業振興事業補助金の計上でございます。 

 次のページをお開き願います。８款土木費、１

項土木管理費、１目土木総務費、補正額1,339万
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7,000円につきましては、人件費の整理でございま

す。 

 ８款土木費、２項道路橋りょう費、１目道路橋

りょう維持費、補正額1,000万円の減、15節工事請

負費1,000万円の減につきましては、町道整備工事

のうち舗装工事につきまして本年度予定事業が実

施できなかったことにより減額計上いたすもので

ございます。 

 ２目冬期除雪対策費、補正額268万9,000円、２

節給料から７節賃金までにつきましては職員の人

件費の整理と冬期除雪に係る超過勤務手当、賃金

の計上でございます。 

 10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費、

補正額79万6,000円の減につきましては、人件費の

整理でございます。 

 10款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、

補正額85万9,000円につきましては、２節給料から

４節共済費につきましては人件費の整理でござい

ます。11節需用費241万4,000円につきましては、

大川小学校暖房設備修繕費の追加計上でございま

す。12節役務費13万9,000円につきましては、フッ

化物洗口液作成手数料の計上でございます。18節

備品購入費14万5,000円につきましては、フッ化物

洗口に使用する備品購入４万5,000円と寄附によ

る学校用教材教具10万円の計上でございます。 

 10款教育費、３項中学校費、１目学校管理費、

補正額78万9,000円の減につきましては、人件費の

整理でございます。 

 次のページをお開き願います。中段でございま

す。10款教育費、４項社会教育費、１目社会教育

総務費、補正額1,718万6,000円につきましては、

人件費の整理でございます。 

 ６目水産博物館費、補正額30万円、18節備品購

入費30万円につきましては、寄附による備品購入

費の計上でございます。 

 11款公債費、１項公債費、１目元金、補正額143万

1,000円、23節償還金利子及び割引料143万

1,000円、２目利子、補正額321万6,000円の減、23節

償還金利子及び割引料321万6,000円の減につきま

しては、変動金利により借り入れしてございます

長期債のうち、本年度見直しに係る分の償還元金

の増と利子の減額計上でございます。 

 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。

３ページをお開き願います。３ページ中段でござ

います。２、歳入、12款分担金及び負担金、１項

負担金、１目民生費負担金、補正額134万円、１節

児童福祉負担金134万円につきましては、各保育所

入所児童数の増加による徴収金と保育所広域入所

市町村負担金の増額補正でございます。 

 14款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費

国庫負担金、補正額8,190万円、２節児童福祉費国

庫負担金1,210万円につきましては、教育・保育給

付費負担金支出増による国庫負担金の計上でござ

います。４節身体障害者福祉施設費国庫負担金

6,980万円につきましては、歳出でご説明申し上げ

ました障害者自立支援医療費、障害者自立支援給

付費、障害児給付費の増に伴う国庫負担金の追加

計上でございます。 

 次のページをお開き願います。14款国庫支出金、

２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金、補正額

9,176万9,000円、１節社会福祉費国庫補助金

9,176万9,000円につきましては、歳出でご説明申

し上げました臨時福祉給付金事業に係る事業費

8,250万円と事務費563万円、さらには地域介護・

福祉空間整備推進事業に係る交付金363万9,000円

の計上でございます。 

 15款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負

担金、補正額4,152万円、２節児童福祉費道負担金

656万9,000円につきましては、教育・保育給付費

負担金支出増による道負担金の計上でございま

す。３節民生委員活動費道負担金５万1,000円につ

きましては、民生委員活動費負担金の追加計上で

ございます。５節身体障害者福祉施設費道負担金

3,490万円につきましては、国庫負担金と同様に障
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害者自立支援医療費増に伴う道負担金の追加計上

でございます。 

 16款財産収入、２項財産売払収入、２目不動産

売払収入、補正額1,060万円、１節土地建物売払収

入916万6,000円、２節立木売払収入143万4,000円

につきましては、一般国道５号倶知安余市道路の

事業用地として売り払う財産収入の計上でござい

ます。 

 17款寄附金、１項寄附金、２目総務費寄附金、

補正額161万円、１節総務費寄附金161万円につき

ましては、余市町の未来を担う人づくり寄附金で

ございます。寄附者のご芳名を申し上げます。町

内在住、中川千鶴子様からの10万円、竹花マリ子

様からの10万円、チャリティープロレス実行委員

会様からの１万9,971円、匿名希望１名の方、その

他町外在住83名の方々からの139万円でございま

す。 

 ３目民生費寄附金、補正額６万6,000円、１節民

生費寄附金６万6,000円につきましては、社会福祉

寄附金でございます。寄附者のご芳名を申し上げ

ます。余市菊花同好会様からの１万5,034円、松原

桂子様からの５万円でございます。 

 ４目教育費寄附金、補正額50万5,000円、１節教

育費寄附金50万5,000円につきましては、図書館図

書購入寄附金としまして古垣洋子様からの10万

円、匿名希望１名の方からの5,000円、合計10万

5,000円と大川小学校備品購入費寄附金としまし

て西澤春子様からの10万円、水産博物館備品購入

としまして桜庭則子様からの30万円でございま

す。 

 ６目農林水産業費寄附金、補正額13万円、１節

農林水産業費寄附金13万円につきましては、農業

振興寄附金としまして余市ロータリークラブ様か

らの３万円、水産業振興寄附金としまして原田容

稔様からの10万円でございます。いずれもご寄附

をいただいた方々のご意向に沿った予算措置をさ

せていただいたものでございます。 

 19款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

3,938万9,000円、１節繰越金3,938万9,000円につ

きましては、必要となる一般財源について繰越金

を計上したものでございます。 

 次に、繰越明許費につきましてご説明申し上げ

ます。２ページ目をお開き願います。２ページ中

段でございます。第２表、繰越明許費につきまし

ては、臨時福祉給付金事業につきまして年度内に

その支出が完了しない見込みであり、繰越明許費

を設定するものでございます。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。 

 以上、議案第１号につきましてその提案理由の

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。 

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） 12ページの土木費の町道

舗装について質問させていただきます。 

 今の山本課長の説明では、町道舗装工事を実施

できなかったので、1,000万円の減ということの説

明がされました。実施できなかったというのは、

２通り考えられると思うのです。どこかのやる路

線が決まっていて、それが何らかの理由によって

できなかったのか、もう一方は特別路線は決めて

いなかったけれども、最終的に実施できなかった、

予算が要するに余ったから戻しますよと。このど

ちらなのでしょうか。 

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。 

 できなかった理由につきましては、今年度の路

線につきましては産業建設常任委員会のほうで現

地を視察して、やるということで路線は決まって

ございました。ただ、入札の段階で落札業者が決

まらなかったということで、それと時期的に地先

の住民とか交通に支障が起きると。そういう中で、
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安全を確保するという意味で今年度は実施を見送

ったものでございます。ただ、舗装につきまして

は、来年度早い時期に舗装も考えてございますの

で、ご理解願いたいと思います。 

〇12番（庄 巖龍君） 13ページですけれども、

教育費の学校管理費、18節備品購入費ということ

で先ほどフッ化費というふうになっておりました

けれども、どういったものを購入され、何カ所に

設置をされたのかお伺いいたします。 

〇学校教育課長（小俣芳則君） 12番、庄議員か

らのフッ化費に関するご質問にご答弁申し上げま

す。 

 18節の備品購入費ということでございますけれ

ども、内容といたしましてはフッ化洗口液を運搬

をするクーラーボックスの購入でございます。小

学校で３学期から実施する予定となってございま

すので、そのクーラーボックス４個ということで、

大川小学校、黒川小学校、沢町小学校、登小学校

の分で４個の購入の分の計上でございますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

〇５番（土屋美奈子君） 今のフッ化物洗口の予

算についてですけれども、総務文教常任委員会で

も聞いているのですけれども、学校説明会が終わ

ったと思うのです。各学校の説明会が終わったと

思うのです。委員会でも言ったのだけれども、理

解を得る努力をしていただきたいと。保護者に対

してどういうような説明、予算をつける前にしっ

かりと保護者に対しての説明をしていただきたい

ということは再三これまでも申してきているので

すけれども、この経過と現場の理解度、それはど

ういう状況だったのか教えていただきたいと思い

ます。 

〇学校教育課長（小俣芳則君） ５番、土屋議員

のフッ化物の洗口の関係で説明会の関係のご質問

にご答弁をいたします。 

 教職員の説明会、11月に３日間各小学校で行っ

ております。保護者説明会につきましては、きの

う黒川小学校において行ってございます。また、

きょう沢町小学校、あす大川小学校で説明を行う

予定ということになってございます。その中で、

事前に保護者に対しましては説明資料等配りまし

て、まずは見ていただきまして、保護者説明会を

開催した後、実施するか、実施しないか、そうい

う資料等説明、そしてほかの資料も含めてあわせ

ましていろいろな部分から保護者のほうで判断し

ていただいて実施する希望を取りまとめるという

予定になってございますので、ご理解をいただき

たいと思います。 

〇教育長（中村寿仁君） ５番、土屋議員のご質

問にご答弁申し上げます。 

 議員のお聞きのことは、学校へ先生方の説明会

が主だと思います。11月に３日間やっておりまし

て、大川小学校、黒川小学校と登小学校、次に沢

町小学校ということで先生方、校長、管理職、一

般職含めての説明会でございます。主な内容につ

きましては、どのような方法でやるのかというよ

うな私たちの考え方、それから倶知安保健所から

歯科医師が来ていただいて、安全性等についての

説明をしております。 

 それで、理解をいただいたのかと。先生方いろ

いろなご意見ありました。その部分は大変聞かせ

ていただきました。そういった中で要望もござい

ました。その中で、できる限り学校に負担かから

ないようにということでの要望に対してお応えし

た中でお手伝い、それとあわせましてどうやって

もやっぱり先生方にお手伝いをしていただくとい

う気持ちで、お願いをしたいということで説明会

をしているということで、最終的には先生方個人

の気持ちとしては不満な部分、不満といいますか、

理解できない部分はあるとは思いますけれども、

余市町としてやるということでお願いしたいとい

うことで説明しておりまして、その部分に関して

は一応の理解はいただいているというふうに認識

しております。 
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〇５番（土屋美奈子君） わかりました。学校は

ある程度理解いただいたと。これから説明会を保

護者のほうはしていくと。本来予算をつける前に

保護者へきちんと説明して、理解を得て、そして

その手続、１年間あったわけだから、順番として

はきっちりと説明してから予算に計上してくるの

が本来だと私は思うのです。これからあるのでし

ょうからどういうふうな説明会していくのかまだ

わからないけれども、予算としてこれで終わりで

すか。このクーラーボックスのみでフッ化物洗口、

この４万5,000円がそうなのか、これで以上か、こ

れでできるものでしょうか。 

〇教育長（中村寿仁君） ５番、土屋議員の再度

のご質問にご答弁申し上げます。 

 財政課長のほうから12節役務費13万9,000円、こ

れが薬つくっていただくための手数料ということ

で計上しております。ですから、この手数料と備

品購入費で、今年度については３学期分というこ

とでこの金額で対応していくということでござい

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28年度余市町一般会

計補正予算（第６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13、議案第２号 平

成28年度余市町介護保険特別会計補正予算（第４

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（濱川龍一君） ただいま上程

されました議案第２号 平成28年度余市町介護保

険特別会計補正予算（第４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、年度末までに不足の見込まれる高

額介護サービス費、居宅介護住宅改修費及び介護

予防住宅改修費の増額補正とあわせまして平成

27年度の介護保険給付費及び地域支援事業費の精

算による特定財源の超過交付分に係る返還金の予

算計上を行うものでございます。 

 また、歳出に要する歳入の財源といたしまして

は、国、道支出金、一般会計繰入金の特定財源に

求めるとともに、一般財源については繰越金に財

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、ご説明を申し上げます。 

 議案第２号 平成28年度余市町介護保険特別会

計補正予算（第４号）。 

 平成28年度余市町の介護保険特別会計の補正予

算（第４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4,400万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ25億2,835万4,000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
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額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成28年12月13日提出、余市町長、嶋  保。 

 初めに、歳出からご説明を申し上げますので、

４ページをお開き願います。４ページ中段でござ

います。３、歳出、２款保険給付費、４項高額介

護サービス等費、１目高額介護サービス費、補正

額800万円、19節負担金補助及び交付金800万円に

つきましては、年度末までに不足の見込まれる高

額介護サービス費の追加計上でございます。 

 ２款保険給付費、６項市町村特別給付費、１目

市町村特別給付費、補正額150万円、19節負担金補

助及び交付金150万円につきましては、年度末まで

に不足が見込まれる居宅介護住宅改修費及び介護

予防住宅改修費の追加計上でございます。 

 ４款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２

目償還金、補正額3,450万1,000円、23節償還金利

子及び割引料3,450万1,000円につきましては、平

成27年度の介護保険給付費及び地域支援事業費の

精算による特定財源の超過交付分に係る返還金の

追加計上でございます。 

 次に、歳入についてご説明を申し上げますので、

３ページの上段をごらん願います。２、歳入、３

款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費

負担金、補正額160万円、１節現年度分160万円に

つきましては、高額介護サービス費の増額補正に

伴う特定財源として国庫負担金の増額補正を行う

ものでございます。 

 ３款国庫支出金、２項国庫補助金、１目調整交

付金、補正額64万円、１節現年度分調整交付金64万

円につきましては、同様に高額介護サービス費の

増額補正に伴う特定財源として国庫補助金の増額

補正を行うものでございます。 

 ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１

目介護給付費交付金、補正額762万7,000円、１節

現年度分224万円につきましては、同様に高額介護

サービス費の増額補正に伴う特定財源として支払

基金交付金の増額補正を行うものでございます。

２節過年度分538万7,000円につきましては、交付

金の額の確定見込みによる増額補正でございま

す。 

 ２目地域支援事業支援交付金、補正額２万

9,000円、２節過年度分２万9,000円につきまして

は、交付金の額の確定見込みによる増額補正でご

ざいます。 

 ５款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費

負担金、補正額100万円、１節現年度分100万円に

つきましては、高額介護サービス費の増額補正に

伴う特定財源として道負担金の増額補正を行うも

のでございます。 

 次のページをお開き願います。７款繰入金、１

項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金、補正

額217万円、１節現年度分217万円につきましては、

高額介護サービス費、居宅介護住宅改修費及び介

護予防住宅改修費の増額補正に伴う特定財源とし

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

3,093万5,000円、１節繰越金3,093万5,000円につ

きましては、高額介護サービス費、居宅介護住宅

改修費及び介護予防住宅改修費の増額補正の財

源、さらには平成27年度の介護保険給付費及び地

域支援事業費の精算による特定財源の超過交付分

に係る返還金の財源となります繰越金の計上でご

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
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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。 

 よって、議案第２号 平成28年度余市町介護保

険特別会計補正予算（第４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14、議案第３号 平

成28年度余市町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇保健課長（須藤明彦君） ただいま上程されま

した議案第３号 平成28年度余市町国民健康保険

特別会計補正予算（第３号）につきまして、提案

理由をご説明申し上げます。 

 今回ご提案申し上げました補正予算は、特別調

整交付金申請の基礎となる数値をレセプト点検に

おいて抽出する作業に伴う委託料と前期高齢者納

付金並びに一般被保険者保険税還付金の不足見込

みによる補正計上を行ったものでございます。 

 また、歳入におきましては、一般被保険者に係

る保険税により収支均衡を図ったものでございま

す。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第３号 平成28年度余市町国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）。 

 平成28年度余市町の国民健康保険特別会計の補

正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ166万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ34億7,606万8,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成28年12月13日提出、余市町長、嶋  保。 

 初めに、歳出からご説明申し上げます。２ペー

ジをお開き願います。中段でございます。３、歳

出、１款総務費、１項総務管理費、３目特別対策

事業費、補正額70万円、13節委託料70万円につき

ましては、補助申請の基礎となる数値をレセプト

点検により抽出する委託料の補正計上でございま

す。 

 ４款前期高齢者納付金等、１項前期高齢者納付

金等、１目前期高齢者納付金、補正額５万6,000円、

19節負担金補助及び交付金５万6,000円につきま

しては、前期高齢者に対する保険者間で負担する

納付金の追加補正でございます。 

 次のページに移りまして、10款諸支出金、１項

償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税

還付金、補正額90万8,000円、23節償還金利子及び

割引料90万8,000円につきましては、一般被保険者

保険税還付に係る過年度支出金の補正計上でござ

います。 

 次に、歳入についてご説明申し上げます。２ペ

ージ上段でございます。２、歳入、１款国民健康

保険税、１項国民健康保険税、１目一般被保険者

国民健康保険税、補正額166万4,000円、１節医療

給付費分現年課税分131万5,000円、２節後期高齢

者支援金分現年課税分34万9,000円につきまして

は、歳出における財源を一般被保険者国民健康保

険税の現年課税分に求めたものでございます。 

 以上、議案第３号につきましてご説明申し上げ
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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。 

 これより議案第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、議案第３号 平成28年度余市町国民健

康保険特別会計補正予算（第３号）は、原案のと

おり可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第15、議案第４号 平

成28年度余市町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇保健課長（須藤明彦君） ただいま上程されま

した議案第４号 平成28年度余市町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）につきまして、提

案理由をご説明申し上げます。 

 今回ご提案申し上げました補正予算は、保険料

還付に係る過年度支出金の補正計上を行ったもの

であります。 

 また、歳入におきましては、諸収入により収支

均衡を図ったものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第４号 平成28年度余市町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）。 

 平成28年度余市町の後期高齢者医療特別会計の

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９万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ３億409万9,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成28年12月13日提出、余市町長、嶋  保。 

 初めに、歳出からご説明申し上げます。２ペー

ジをお開き願います。中段でございます。３、歳

出、３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、

１目保険料還付金、補正額９万9,000円、23節償還

金利子及び割引料９万9,000円につきましては、保

険料還付に係る過年度支出金の補正計上でござい

ます。 

 次に、歳入についてご説明申し上げます。本ペ

ージの上段でございます。２、歳入、５款諸収入、

２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、

補正額９万9,000円、１節保険料還付金９万

9,000円につきましては、後期高齢者広域連合より

過年度保険料還付金に係る受領分を補正計上する

ものでございます。 

 以上、議案第４号につきましてご説明申し上げ

ましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りま

すようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 
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 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第４号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号 平成28年度余市町後期高

齢者医療特別会計補正予算（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16、議案第５号 平

成28年度余市町公共下水道特別会計補正予算（第

３号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇下水道課長（近藤 勉君） ただいま上程され

ました議案第５号 平成28年度余市町公共下水道

特別会計補正予算（第３号）について、その提案

理由をご説明申し上げます。 

 今回ご提案申し上げます補正予算の内容といた

しまして、歳出におきましては人事院勧告に基づ

く給与改定及び人事異動に伴う人件費の増額補正

と平成27年度分の消費税及び地方消費税における

中間納付額の確定見込みによる補正計上を行い、

あわせまして国庫補助対象事業の確定見込みによ

る事業費の減額補正と平成27年度建設事業費の国

庫補助金返還金の補正計上を行うものでありま

す。また、公債費におきましては、下水道事業債

の借り入れ利率の確定に伴う長期債償還利子の減

額補正を行うものであります。 

 歳入におきましては、建設事業費減額に伴う国

庫補助金と公共下水道事業債において一般起債、

資本費平準化債の借入額の減額補正を行うもので

あります。また、基金より生ずる利子より財産収

入として新たな款を設置し、予算の適正な執行に

努めるものであります。なお、補正に伴います財

源の不足分につきましては、これを繰越金に求め、

歳入歳出の均衡を図ったところでございます。 

 以下、議案第５号を朗読し、ご説明申し上げま

す。 

 議案第５号 平成28年度余市町公共下水道特別

会計補正予算（第３号）。 

 平成28年度余市町の公共下水道特別会計の補正

予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ4,308万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ12億7,721万4,000円とす

る。 

 ２ 歳入歳出予算の歳入の款の欄中「４繰入金」

を「５繰入金」とし、「５繰越金」を「６繰越金」

とし、「６諸収入」を「７諸収入」とし、「７町

債」を「８町債」とし、「３国庫支出金」の次に

「４財産収入」を加える。 

 ３ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

 第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補

正」による。 

 平成28年12月13日提出、余市町長、嶋  保。 

 歳出よりご説明申し上げますので、４ページを

お開き願います。３、歳出、１款総務費、１項総

務管理費、１目一般管理費、補正額125万円、２節
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給料9,000円の増、３節職員手当20万1,000円の増、

４節共済費58万円の減につきましては、人事院勧

告に基づく給与改定及び人事異動に伴う人件費の

補正であります。27節公課費162万円の増につきま

しては、平成27年度消費税及び地方消費税におけ

る中間納付額の確定見込みによる増額補正であり

ます。 

 ２目財産管理費、補正額1,000円、25節積立金

1,000円につきましては、公共下水道事業基金より

生じる利子による増額補正であります。 

 次のページをごらん願います。２款事業費、１

項公共下水道事業費、１目建設事業費、補正額

3,739万7,000円の減、２節給料16万円の増、３節

職員手当６万7,000円の増、４節共済費24万

3,000円の減につきましては、人事院勧告に基づく

給与改定に伴う人件費の補正であります。13節委

託料456万円の減、15節工事請負費3,300万円の減

につきましては、事業費の確定見込みによるもの

であります。23節償還金利子及び割引料17万

9,000円につきましては、平成27年度の国庫補助対

象経費の確定に伴う国庫補助金返還額の補正を行

うものであります。 

 ３款公債費、１項公債費、２目利子、補正額694万

1,000円の減、23節償還金利子及び割引料694万

1,000円の減につきましては、平成27年度借り入れ

の公共下水道事業債の借り入れ利率確定に伴う長

期債償還利子の減額補正をいたしたものでありま

す。 

 次に、歳入についてご説明申し上げますので、

３ページをお開き願います。２、歳入、３款国庫

支出金、１項国庫補助金、１目下水道事業費国庫

補助金、補正額1,563万円の減、１節公共下水道事

業費国庫補助金1,563万円の減額につきましては、

補助事業費の確定見込みによる減額補正を行うも

のであります。 

 ４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及

び配当金、補正額1,000円、１節利子及び配当金

1,000円につきましては、基金より生じる利子であ

ります。なお、４款財産収入につきましては、予

算を執行する上で適正に区分すべきと判断し、新

たな款を設置したところでございます。 

 ６款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

84万2,000円、１節繰越金84万2,000円につきまし

ては、補正に伴います財源を繰越金に求めるもの

であります。 

 ８款町債、１項町債、１目公共下水道事業債、

補正額2,830万円の減、１節公共下水道事業債

2,830万円の減につきましては、建設事業費の確定

見込みに伴い、一般起債と資本費平準化債の借入

額の減額補正をいたしたものであります。 

 次に、地方債補正についてご説明申し上げます。

２ページの上段をごらん願います。第２表、地方

債補正、１、変更、起債の目的、公共下水道事業

債、補正前限度額４億3,910万円、補正後限度額４

億1,080万円、地方債の補正につきましては一般起

債及び資本費平準化債借入額の減額による限度額

の変更でございます。 

 以上、議案第５号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議、ご決定

賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第５号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号 平成28年度余市町公共下

水道特別会計補正予算（第３号）は、原案のとお

り可決されました。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ４時０３分 

再開 午後 ４時１５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17、議案第７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７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き

まして、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 本町職員の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

務員に係る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日に公布をされたところ

であります。本町職員におきましてもこのたびの

法律改正に準じまして、余市町職員の勤務時間及

び休日休暇に関する条例の一部改正を行おうとす

るものでございます。 

 改正の主な内容といたしましては、１つ目とい

たしまして介護休暇の分割で、１の要介護状態ご

とに３回以下かつ合計６月以下の範囲内で期間を

指定できることとし、２つ目といたしましては介

護時間の新設で、日常的な介護ニーズに対応する

ため職員が介護のために勤務しないことが相当で

あると認められる場合、連続する３年以下、１日

につき２時間以下で勤務しないことを承認できる

仕組みを新設、この場合勤務しなかった時間は無

給とするものの昇給、勤勉手当については直ちに

不利にならない取り扱いとし、あわせて介護休暇、

育児休業等についても同様の取り扱いとするこ

と。３つ目といたしましては、育児休業等に係る

子の範囲の拡大で、育児休業、育児短時間勤務及

び育児時間の対象となる子の範囲を職員が特別養

子縁組の成立にかかわる監護を現に行う子、里親

である職員に委託されており、かつ当該職員が養

子縁組によって養親となることを希望している子

その他これらに準ずる者として、法律上の親子関

係に準ずる関係にある子にも拡大しようとするも

ので、平成29年１月１日から施行しようとするも

のであります。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第７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。 

 平成28年12月13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
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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７条第１項中「及び介護休暇」を「、介護休

暇及び介護時間」に改め、同条第９項中「の配偶

者」を「が要介護者（配偶者」に改め、「支障が

あるもの」の次に「をいう。以下同じ。）」を、

「介護をするため、」の次に「任命権者が、規則

の定めるところにより、職員の申出に基づき、要

介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続す

る状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６

月を超えない範囲内で指定する期間（以下「指定

期間」という。）内において」を加え、同条第10項

中「前項に規定する者の各々が同項に規定する介

護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続す

る６月の期間」を「指定期間」に改め、同条第11項

を次のように改める。 

 11 介護時間は、職員が要介護者の介護をする

ため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一

の継続する状態ごとに、連続する３年の期間（当

該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除

く。）内において１日の勤務時間の一部につき勤

務しないことが相当であると認められる場合にお

ける休暇とする。 

 第７条に次の２項を加える。 

 12 介護時間の時間は、前項に規定する期間内

において１日につき２時間を超えない範囲内で必

要と認められる時間とする。 

 13 介護休暇及び介護時間については、余市町

職員給与条例第８条の規定にかかわらず、その勤

務しない１時間につき、同条例第16条に規定する

勤務時間１時間当たりの給与額を減額する。 

 第９条の３第１項中「その子」の次に「（民法

（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定

により職員が当該職員との間における同項に規定

する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請

求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所

に係属している場合に限る。）であって、当該職

員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和22年法

律第164号）第27条第１項第３号の規定により同法

第６条の４第１項に規定する里親である職員に委

託されている児童のうち、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その他こ

れらに準ずる者として規則で定める者を含む。以

下この条及び次条において同じ。）」を加え、同

条第２項中「、第７条第９項に規定する日常生活

を営むのに支障がある者」を「、第７条第９項に

規定する要介護者（以下「要介護者」という。）」

に改め、「その子」の次に「（民法（明治29年法

律第89号）第817条の２第１項の規定により職員が

当該職員との間における同項に規定する特別養子

縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当

該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属してい

る場合に限る。）であって、当該職員が現に監護

するもの、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

27条第１項第３号の規定により同法第６条の４第

１項に規定する里親である職員に委託されている

児童のうち、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その他これらに準ずる

者として規則で定める者を含む。以下この条及び

次条において同じ。）」を加え、「日常生活を営

むのに支障がある者（以下「要介護者」という。）」

を「要介護者」に改める。 

 第10条第４項中「第７条第９項に規定する日常

生活を営むのに支障がある者（以下この項におい

て「要介護者」という。）」を「要介護者」に改

める。 

 附則 

 この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

 以上、議案第７号について提案理由をご説明申

し上げましたので、よろしくご審議、ご決定賜り

ますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして条例の新旧対照
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表を添付してございますので、ご高覧を賜ります

ようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第７号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号 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。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第18、議案第８号 余

市町職員給与条例の一部を改正する条例案を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇総務課長（須貝達哉君） ただいま上程されま

した議案第８号 余市町職員給与条例の一部を改

正する条例案につきまして、その提案理由のご説

明を申し上げます。 

 本町職員の給与等に関しましては、国家公務員

の給与に準じた形で措置することを基本としてお

りますが、平成28年８月８日、平成28年の人事院

勧告に基づきまして、国においては国家公務員に

かかわる一般職の職員の給与に関する法律等の一

部を改正する法律が平成28年11月24日に公布され

たところであり、本町職員におきましてもこのた

びの法律改正に準じまして余市町職員給与条例の

一部改正を行おうとするものでございます。 

 平成28年の人事院勧告に基づきます国家公務員

の給与改定の主な内容といたしましては、俸給表

につきましては国家公務員の月例給が民間給与を

0.17％、金額にいたしまして708円下回っているこ

とから、月例給の改定については初任給で民間と

の間で差があることを踏まえ、初任給を1,500円引

き上げ、若年層についても同程度の改定とし、そ

の他はそれぞれ400円の引き上げを基本に改定す

る内容で、平均改定率は0.2％となってございま

す。さらに、期末、勤勉手当でございますが、年

間支給月数を0.1月分引き上げ4.30月とし、引き上

げ分は勤勉手当に割り振ることとし、本年度につ

きましては12月期の勤勉手当を引き上げ、平成

29年度以降においては６月期及び12月期の勤勉手

当が均等となるように配分すべく改正されたとこ

ろであります。また、扶養手当の見直しも行われ、

配偶者にかかわる手当額については現行の１万

3,000円から他の扶養親族の手当額と同額の

6,500円にまで段階的に減額し、子にかかわる手当

額については現行の6,500円から１万円に段階的

に引き上げる改正内容となってございます。 

 以上が平成28年の人事院勧告に基づきます国家

公務員の給与改定の概要でございますが、本町職

員に対する給与改定につきましても国に準じ、同

様の措置を行うべく余市町職員給与条例の一部改

正についてご提案を申し上げる次第でございま

す。 

 以下、議案を朗読し、ご説明を申し上げます。 

 議案第８号 余市町職員給与条例の一部を改正

する条例案。 
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 余市町職員給与条例の一部を改正する条例を次

のとおり制定する。 

 平成28年12月13日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町職員給与

条例の一部を改正する条例。 

 （余市町職員給与条例の一部改正） 

 第１条 余市町職員給与条例（昭和26年余市町

条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第21条第２項中「掲げる額」を「定める額」に

改め、同項第１号中「100分の80.0」を「100分の

90.0」に改め、同項第２号中「100分の37.5」を

「100分の42.5」に改める。 

 第21条第２項第１号及び第２号の改正は、勤勉

手当の改正で、直近１年間の民間のボーナスの支

給実績と公務の年間の支給月数を比較し、一般職

の職員については0.1月分、再任用職員については

0.05月分引き上げるもので、平成28年度分につき

ましては12月期に配分するものでございます。 

 別表１を次のように改める。 

 別表１の改正につきましては、平成28年４月１

日に遡及適用となる給料引き上げの給料表でござ

います。初任給で1,500円、若年層も1,500円程度、

その他は400円程度の引き上げとなるものでござ

います。これにつきましては、給料表の改定でご

ざいますので、朗読を省略させていただきます。 

 議案３ページ、３枚おめくりをいただきたいと

存じます。 

 第２条 余市町職員給与条例の一部を次のよう

に改正する。 

 第７条第２項第２号中「及び孫」を削り、同項

中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第

３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加え

る。 

 （３）満22歳に達する日以後の最初の３月31日

までの間にある孫 

 第７条第３項を次のように改める。 

 ３ 扶養手当の月額は、前項第１号及び第３号

から第６号までに掲げる扶養親族については１人

につき6,500円、同項第２号に掲げる扶養親族（以

下「扶養親族たる子」という。）については１人

につき１万円とする。 

 第７条第５項中「一に該当する」を「いずれか

に掲げる」に改め、「（新たに職員となった者に

扶養親族がある場合、又は職員に第１号に該当す

る事実が生じた場合において、その職員に配偶者

がないときは、その旨を含む。）」を削り、同項

第２号中「同条第２項第２号又は第４号」を「扶

養親族たる子又は第２項第３号若しくは第５号」

に改め、同項第３号及び第４号を削り、同条第６

項中「扶養親族がない職員に前項第１号に掲げる

事実が生じた場合においては」を「職員に扶養親

族で前項の規定による届出に係るものがない場合

においてその職員に同項第１号に掲げる事実が生

じたときは」に改め、同条第７項中「これを受け

ている職員に更に第５項第１号に掲げる事実が生

じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族

で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養

親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受

けている職員について同項第３号若しくは第４号

に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族た

る子で同項の規定による届出に係るもののうち特

定期間にある子でなかった者が特定期間にある子

となった」を「次の各号のいずれかに掲げる事実

が生じた」に、「これらの」を「その」に、「扶

養手当を受けている職員に更に第５項第１号」を

「第１号」に改め、「（扶養親族たる子、父母等

で同項の規定による届出に係るものがある職員で

配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有する

に至った場合における当該扶養親族たる子、父母

等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。）及び

扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる

子、父母等で同項の規定による届出に係るものが

ある職員が配偶者のない職員となった場合におけ

る当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の
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支給額の改定」を削り、同項に次の各号を加える。 

 （１）扶養手当を受けている職員に更に第５項

第１号に掲げる事実が生じた場合 

 （２）扶養手当を受けている職員の扶養親族で

第５項の規定による届出に係るものの一部が扶養

親族たる要件を欠くに至った場合 

 （３）職員の扶養親族たる子で第５項の規定に

よる届出に係るもののうち特定期間にある子でな

かった者が特定期間にある子となった場合 

 この改定は、扶養手当の改正で、配偶者に対す

る扶養手当額を現行の１万3,000円から6,500円

に、満22歳に達する日以後の最初の３月31日まで

の間にある子の扶養手当額を現行の6,500円から

１万円に引き上げる改正と、さらには法改正に伴

う字句の整理となってございます。 

 第21条第２項第１号中「100分の90.0」を「100分

の85.0」に改め、同項第２号中「100分の42.5」を

「100分の40.0」に改める。 

 この改正は、勤勉手当の改正で、先ほど第１条

で平成28年度の12月期の勤勉手当を一般職につき

ましては0.1月分引き上げる改正をご提案してお

りますが、平成29年度からは６月期と12月期に

0.05月分ずつ配分するもので、同じく再任用職員

につきましても0.025月分ずつ配分する内容とな

ってございます。 

 附則 

 （施行期日等） 

 １ この条例は、公布の日から施行する。ただ

し、第２条及び附則第７項の規定は、平成29年４

月１日から施行する。 

 ２ 第１条の規定による改正後の余市町職員給

与条例の規定は、平成28年４月１日から適用する。

ただし、改正後の余市町職員給与条例第21条の規

定は、平成28年12月１日から適用する。 

 （職務の級における最高の号俸を超える給料月

額等の切替え等） 

 ３ この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）の前日において余市町職員給与条例（以下

「給与条例」という。）の給料表に定める職務の

級における最高の号俸を超える給料月額を受けて

いた職員の施行日における給料月額及びこれを受

ける期間に通算されることとなる期間は、規則で

定める。 

 （施行日前の異動者の号俸等の調整） 

 ４ 施行日の前に職務の級を異にして異動した

職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日

における号俸又は給料月額及びこれらを受けるこ

ととなる期間については、その者が施行日におい

て職務の級を異にする異動等をしたものとした場

合との権衡上必要と認められる限度において、町

長の定めるところにより、必要な調整を行うこと

ができる。 

 （職員が受けていた号俸等の基礎） 

 ５ 前２項の規定の適用については、職員が属

していた職務の級及びその者が受けていた号俸又

は給料月額は、第１条の規定による改正前の給与

条例及び余市町職員初任給、昇格、昇給等の基準

に関する規則（昭和49年余市町規則第11号）の規

定に従って定められたものでなければならない。 

 （給与の内払） 

 ６ 第１条の規定による改正後の給与条例の規

定を適用する場合においては、改正前の給与条例

の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給

与条例の規定による給与の内払とみなす。 

 （扶養手当に関する経過措置） 

 ７ 平成29年４月１日から平成30年３月31日ま

での間は、第２条の規定による改正後の給与条例

第７条第３項の規定の適用については、次の表の

左欄に掲げる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、中欄、右欄の順に朗読を申し上げます。

第７条第３項、前項第１号及び第３号から第６号

までに掲げる扶養親族については１人につき

6,500円、同項第２号に掲げる扶養親族（以下「扶
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養親族たる子」という。）については、１人につ

き１万円、前項第１号に掲げる扶養親族（以下「扶

養親族たる配偶者」という。）については１万円、

同項第２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族

たる子」という。）については１人につき8,000円

（職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち

１人については１万円）、同項第３号から第６号

までに掲げる扶養親族（以下「扶養親族たる父母

等」という。）については１人につき6,500円（職

員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっ

ては、そのうち１人については9,000円）。 

 第７条第５項、その旨、その旨（新たに職員と

なった者に扶養親族がある場合、又は職員に第１

号に該当する事実が生じた場合において、その職

員に配偶者がないときは、その旨を含む。）。（２）

扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合

（扶養親族たる子又は第２項第３号若しくは第５

号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以降

の最初の３月31日の経過により、扶養親族たる要

件を欠くに至った場合を除く。）、（２）扶養親

族たる要件を欠くに至った者がある場合（扶養親

族たる子又は第２項第３号若しくは第５号に該当

する扶養親族が、満22歳に達した日以降の最初の

３月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠く

に至った場合を除く。）、（３）扶養親族たる子

又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のな

い職員となった場合（前号に該当する場合を除

く。）、（４）扶養親族たる子又は扶養親族たる

父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合

（第１号に該当する場合を除く。）。 

 第７条第７項、においては、その、又は扶養手

当を受けている職員について第５項第３号若しく

は第４号に掲げる事実が生じた場合においては、

これらの。その日が、これらの日が。の改定、の

改定（扶養親族たる子で第５項の規定による届出

に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養

親族たる配偶者を有するに至った場合における当

該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定

並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届

出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養

親族たる子で同項の規定による届出に係るものの

ないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる

子を有するに至った場合における当該扶養親族た

る父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除

く。）、扶養手当を受けている職員のうち扶養親

族たる子で第５項の規定による届出に係るものが

ある職員が配偶者のない職員となった場合におけ

る当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の

改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親

族たる父母等で同項の規定による届出に係るもの

がある職員であって扶養親族たる子で同項の規定

による届出に係るもののないものが配偶者のない

職員となった場合における当該扶養親族たる父母

等に係る扶養手当の支給額の改定。 

 （規則への委任） 

 ８ 附則第３項から前項までに定めるもののほ

か、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

 以上、議案第８号について提案理由をご説明申

し上げましたので、よろしくご審議、ご決定賜り

ますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして条例の新旧対照

表を添付してございますので、ご高覧を賜ります

ようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 
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 異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第８号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号 余市町職員給与条例の一

部を改正する条例案は、原案のとおり可決されま

した。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、さきに議会運営委

員会の委員長から報告がありましたように、日程

第19、議案第９号 余市町議会議員の議員報酬及

び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

案、日程第20、議案第10号 余市町特別職の職員

の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例

及び余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する

条例の一部を改正する条例案の以上２件を一括議

題とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、日程第19ないし日程第20を一括議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇総務課長（須貝達哉君） ただいま一括上程に

なりました議案第９号 余市町議会議員の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例案及び議案第10号 余市町特別職の職員の給

与及び旅費並びにその支給方法に関する条例及び

余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

の一部を改正する条例案につきまして、提案理由

のご説明を申し上げます。 

 今回の人事院勧告に基づく給与改定におきまし

ては、平成28年度における一般職の12月期に支給

されます勤勉手当の支給率を0.1月分引き上げる

改正がなされ、次年度以降の措置といたしまして

も６月期と12月期の勤勉手当が均等となるよう配

分改正されたことに伴いまして、一般職同様に議

会議員を初め本町の特別職等におきましても平成

28年12月期分の期末手当につきまして0.1月分引

き上げ、次年度以降における支給率の配分見直し

を行うものであります。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 初めに、議案第９号 余市町議会議員の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例案を朗読申し上げます。 

 議案第９号 余市町議会議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案。 

 余市町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定

する。 

 平成28年12月13日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町議会議員

の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例。 

 余市町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例（昭和34年余市町条例第８号）の一部を

次のように改正する。 

 第６条第２項中「100分の202.5」を「100分の

207.5」に、「100分の212.5」を「100分の217.5」

に改める。 

 これにつきましては、議会議員の期末手当を６

月期及び12月期それぞれ0.05月分引き上げる規定

でございます。 

 附則 

 （施行期日等） 

 １ この条例は、公布の日から施行し、平成28年

12月１日から適用する。 

 （平成28年12月に支給する期末手当に関する経
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過措置） 

 ２ 平成28年12月に支給する期末手当に限り、

改正後の条例第６条第２項中「100分の217.5」と

あるのは、「100分の222.5」とする。 

 附則第２項につきましては、議会議員の期末手

当を平成28年12月期に限り現行から0.1月分引き

上げる規定でございます。 

 続きまして、議案第10号 余市町特別職の職員

の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例

及び余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する

条例の一部を改正する条例案を朗読申し上げま

す。 

 議案第10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12月13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。 

 第２条第５項中「100分の202.5」を「100分の

207.5」に、「100分の212.5」を「100分の217.5」

に改める。 

 これにつきましては、町長及び副町長の期末手

当を６月期及び12月期それぞれ0.05月分引き上げ

る規定でございます。 

 （余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する

条例の一部改正） 

 第２条 余市町教育長の給与及び勤務時間等に

関する条例（昭和45年余市町条例第８号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条第５項中「100分の202.5」を「100分の

207.5」に、「100分の212.5」を「100分の217.5」

に改める。 

 これにつきましては、教育長の期末手当を６月

期及び12月期それぞれ0.05月分引き上げる規定で

ございます。 

 附則 

 （施行期日等） 

 １ この条例は、公布の日から施行し、平成28年

12月１日から適用する。 

 （平成28年12月に支給する期末手当に関する経

過措置） 

 ２ 平成28年12月に支給する期末手当に限り、

改正後の余市町特別職の職員の給与及び旅費並び

にその支給方法に関する条例第２条第５項中

「100分の217.5」とあるのは、「100分の222.5」

とする。 

 附則第２項につきましては、町長及び副町長の

期末手当を平成28年12月期に限り現行から0.1月

分引き上げる規定でございます。 

 ３ 平成28年12月に支給する期末手当に限り、

改正後の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関

する条例第２条第５項中「100分の217.5」とある

のは、「100分の222.5」とする。 

 附則第３項につきましては、教育長の期末手当

を平成28年12月期に限り現行から0.1月分引き上

げる規定でございます。 

 以上、一括上程されました議案第９号及び議案

第10号につきまして提案理由をご説明申し上げま

したので、よろしくご審議、ご決定賜りますよう

お願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしましてそれぞれ新旧対

照表を添付してございますので、ご高覧賜ります
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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、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第９号 余市町議会議員の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例案は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第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、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第10号 余市町特別職の職員の給

与及び旅費並びにその支給方法に関する条例及び

余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決さ

れました。 

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、明14日は会議規則第８条の規定に基づき、

午前10時から議会を再開いたします。 

 本日はこれにて延会いたします。 

延 会 午後 ４時５１分 
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