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平成２８年余市町議会第２回臨時会会議録（第１号）

開 会  午前１０時００分 

閉 会  午前１１時４８分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２８年５月３０日（月曜日）      

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開 会             

平成２８年５月３０日（月曜日）午前１０時

〇出 席 議 員  （１８名）       

  余市町議会議長  ６番 中 井 寿 夫 

  余市町議会副議長 １１番 白 川 栄美子 

  余市町議会議員  １番 野 呂 栄 二 

      〃      ２番 吉 田   豊 

      〃      ３番  井   潤 

      〃      ４番 岸 本 好 且 

      〃      ５番 土 屋 美奈子 

      〃      ７番 近 藤 徹 哉 

      〃      ８番 吉 田 浩 一 

      〃      ９番 佐 藤 一 夫 

      〃     １０番 野 崎 奎 一 

      〃     １２番 庄   巖 龍 

      〃     １３番 安 久 莊一郎 

      〃     １４番 大 物   翔 

      〃     １５番 中 谷 栄 利 

      〃     １６番 藤 野 博 三 

      〃     １７番 茅 根 英 昭 

      〃     １８番 溝 口 賢 誇 

〇欠 席 議 員  （０名）        

 〇出 席 者             

  余 市 町 長  嶋     保 

    副    町    長  鍋 谷 慎 二 

    総  務  部  長  前 坂 伸 也 

  総 務 課 長  須 貝 達 哉 

  企 画 政 策 課 長  滝 上 晃 一 

  地 域 協 働 推 進 課 長  笹 山 浩 一 

  財 政 課 長  山 本 金 五 

  税  務  課  長  堀 内   学 

  民 生 部 長  佐々木   隆 

  町 民 福 祉 課 長  上 村 友 成 

  高 齢 者 福 祉 課 長  濱 川 龍 一 

  保 健 課 長  須 藤 明 彦 

  環 境 対 策 課 長  秋 元 直 人 

  経 済 部 長  小 林 英 二 

  農 林 水 産 課 長  細 山 俊 樹 

  商 工 観 光 課 長  干 場 隆 利 

  建 設 水 道 部 長  久 保   宏 

  建 設 課 長  高 橋 良 治 

  まちづくり計画課長  亀 尾 次 雄 

  下 水 道 課 長  近 藤   勉 

  水 道 課 長  渡 辺 郁 尚 

会計管理者（併）会計課長  飯 野 徹 郎 

  農業委員会事務局長  中 村 利 美 

  教    育    長  中 村 寿 仁 

  学 校 教 育 課 長  小 俣 芳 則 

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

  監 査 委 員 事 務 局 長  澤 辺 成 徳 

〇事務局職員出席者            

  事  務  局  長  杉 本 雅 純 

  議 事 係 長  枝 村   潤 

  書         記  阿 部 航 大 

〇議 事 日 程             

  第 １ 会議録署名議員の指名       

  第 ２ 会期の決定            

      議長の諸般報告          

      行政報告             

  第 ３ 報告第 １号 専決処分事項の承認 

      を求めることについて       

      （平成２７年度余市町一般会計補正 

      予算（第１１号））        

  第 ４ 報告第 ２号 専決処分事項の承認 

      を求めることについて       

      （平成２７年度余市町介護保険特別 

      会計補正予算（第２号））     

  第 ５ 報告第 ３号 専決処分事項の承認 

      を求めることについて       

      （平成２７年度余市町国民健康保険 

      特別会計補正予算（第４号））   

  第 ６ 報告第 ４号 専決処分事項の承認 

      を求めることについて       

      （平成２７年度余市町後期高齢者医 

      療特別会計補正予算（第３号））  

  第 ７ 報告第 ５号 専決処分事項の承認 

      を求めることについて       

      （平成２７年度余市町公共下水道特 

      別会計補正予算（第４号）） 

  第 ８ 議案第 １号 平成２８年度余市町 

      一般会計補正予算（第１号）    

  第 ９ 議案第 ２号 平成２８年度余市町 

      国民健康保険特別会計補正予算（第 

      １号）              

  第１０ 議案第 ３号 工事請負契約の締結 

      について（東中学校屋内運動場非構 

      造部材耐震改修工事）       

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２回臨時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。 

 今期臨時会に提出されました案件は、議案３件、

報告５件、他に議長の諸般報告並びに行政報告で

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５番、土屋議員、議席番号７番、近

藤議員、議席番号８番、吉田議員、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２

回臨時会開催に当たり、５月27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。 

 今期臨時会に提出されました案件は、議案３件、

報告５件、他に議長の諸般報告と行政報告でござ
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います。 

 会期につきましては、本日１日と決定いたしま

したことをご報告申し上げます。 

 なお、日程の割り振りにつきましては、議員各

位のお手元に日程表が配付されておりますので、

省略させていただきます。 

 さらに、内容につきましてご報告申し上げます。 

 日程第３、報告第１号 専決処分事項の承認を

求めることについて（平成27年度余市町一般会計

補正予算（第11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４、報告第２号 専決処分事項の承認を

求めることについて（平成27年度余市町介護保険

特別会計補正予算（第２号））につきましては、

即決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第５、報告第３号 専決処分事項の承認を

求めることについて（平成27年度余市町国民健康

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６、報告第４号 専決処分事項の承認を

求めることについて（平成27年度余市町後期高齢

者医療特別会計補正予算（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７、報告第５号 専決処分事項の承認を

求めることについて（平成27年度余市町公共下水

道特別会計補正予算（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８、議案第１号 平成28年度余市町一般

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９、議案第２号 平成28年度余市町国民

健康保険特別会計補正予算（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10、議案第３号 工事請負契約の締結に

ついて（東中学校屋内運動場非構造部材耐震改修

工事）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。 

 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、今期臨時会の会期は本日１日といたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、今期臨時会の会期は本日１日と決定い

たしました。 

 なお、今期臨時会は、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５月19日に小樽市で開催されました

平成28年度小樽・余市間国道新設改修期成会理事

会及び通常総会に、各議員のお手元に配付のとお

り、会議規則第121条の規定により議員の派遣を決

定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

 次に、余市町情報公開条例第30条及び余市町個

人情報保護条例第45条の規定によります運用状況

についての報告が町長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。 

 以上で諸般報告を終わります。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、町長から申し出の

ありました行政報告について発言を許します。 
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〇町長（嶋  保君） 損害賠償請求事件につい

て、平成26年５月31日に発生した道の駅スペース

・アップルよいち駐車場内で発生した事故に伴う

損害賠償請求事件につきまして行政報告いたしま

す。 

 本件につきましては、道の駅スペース・アップ

ルよいち駐車場に駐車していた車両に交流広場に

設置されていたテントが風に飛ばされて被害車両

の左側面に衝突したことにより、車両内にいた原

告らが人的損害を受けたとして、町内在住の個人

及び余市町が賠償を求められたもので、原告らが

弁護士を訴訟代理人として訴えを提起したことか

ら、町といたしましても専門的知識を有する弁護

士に委任して対応してまいりました。 

 訴訟の経過につきましては、札幌地方裁判所民

事第３部において平成27年５月８日から７回の審

理が行われ、平成28年４月22日に本件事故により

原告らが主張する内容の傷害を負ったとは認めら

れないとして原告らの請求をいずれも棄却し、訴

訟費用は原告らの負担とする旨の判決が言い渡さ

れたところでございます。今後におきましても公

の施設の適正管理に努めてまいります。 

 以上、損害賠償請求事件についての行政報告と

いたします。 

〇議長（中井寿夫君） 以上で町長からの行政報

告を終わります。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第３、報告第１号 専

決処分事項の承認を求めることについてを議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇財政課長（山本金五君） 上程されました報告

第１号につきまして、その提案理由をご説明申し

上げます。 

 報告第１号につきましては、地方自治法第179条

第１項の規定に基づき専決処分いたしました平成

27年度余市町一般会計補正予算（第11号）につい

て、同条第３項に基づき報告し、承認を求めるも

のでございます。 

 平成27年度余市町一般会計補正予算（第11号）

の内容につきましては、歳出において寄附等に伴

う基金への積立金と今後の財政需要に備えての各

基金への積立金、平成26年度地域消費喚起・生活

支援交付金事業の事業費確定に伴う返還金と過年

度支出金の追加、各種事業費確定の見込みによる

減額と財源の組みかえ計上、介護保険特別会計等

の特別会計の決算確定見込みに伴う繰出金等の精

査による減額を行ったものでございます。また、

歳入につきましては、普通交付税、寄附金、繰越

金の計上、さらには地方譲与税等各種交付金の確

定見込みによる追加及び減額、財政調整基金から

の繰入金の減額、町債の減額等により調整を行っ

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。 

 報告第１号 専決処分事項の承認を求めること

について。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙専

決処分書のとおり処分したので、同条第３項の規

定により報告し、議会の承認を求める。 

 平成28年５月30日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分する。 

 平成28年３月31日、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 平成27年度余市町一般会計補正予算（第11号）。 

 平成27年度余市町の一般会計の補正予算（第

11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１億7,406万6,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ94億1,631万9,000円とす

る。 
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 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

 第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補

正」による。 

 歳出からご説明申し上げます。８ページをお開

き願います。８ページ下段でございます。３、歳

出、２款総務費、１項総務管理費、４目財産管理

費、補正額２億1,781万5,000円、25節積立金２億

1,781万5,000円につきましては、減債基金積立金

6,730万2,000円、社会福祉施設等建設基金積立金

3,041万8,000円、職員等退職手当負担金基金積立

金2,000万4,000円、公共施設建設整備基金積立金

5,001万1,000円、余市町の未来を担う人づくり基

金積立金23万4,000円、図書整備基金積立金４万

円、教育施設建設整備基金積立金5,000万円、災害

見舞金基金積立金３万4,000円の増額補正と財政

再生基金積立金22万8,000円の減額補正でござい

ます。 

 ５目企画費、補正額172万2,000円、23節償還金

利子及び割引料につきましては、事業費確定に伴

う平成26年度地域消費喚起・生活支援交付金返還

金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259万8,000円、23節償還金利子及び割引料

259万8,000円につきましては、過年度支出金の年

度内の必要見込み額の増額補正でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総

務費、補正額978万6,000円の減、３節職員手当か

ら12節役務費までは、臨時福祉給付金の事務費の

確定による減額補正でございます。19節負担金補

助及び交付金858万円の減につきましては、事業費

確定による臨時福祉給付金の減額補正でございま

す。 

 10目介護保険費、補正額1,497万7,000円の減、

28節繰出金1,497万7,000円の減につきましては、

介護保険特別会計繰出金の決算見込みによる減額

補正でございます。 

 次のページをお開き願います。３款民生費、２

項児童福祉費、２目児童措置費、補正額29万

7,000円の減、19節負担金補助及び交付金29万

7,000円の減につきましては、額の確定による子育

て世帯臨時特例給付金の減額補正でございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、８目医療給付事

業費、補正額915万3,000円の減、20節扶助費915万

3,000円の減につきましては、重度心身障害者医療

費助成費の確定見込みによる減額補正でございま

す。 

 ９目後期高齢者医療費、補正額160万円の減、

28節繰出金160万円の減につきましては、後期高齢

者医療特別会計繰出金の確定見込みによる減額補

正でございます。 

 ５款労働費、１項労働諸費、２目援護対策費、

補正額ゼロ円につきましては、財源の組みかえ計

上でございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興

費、補正額ゼロ円につきましては、財源の組みか

え計上でございます。 

 ７款商工費、１項商工費、２目商工振興費、補

正額ゼロ円につきましては、財源の組みかえ計上

でございます。 

 ３目観光費、補正額ゼロ円につきましては、財

源の組みかえ計上でございます。 

 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575万4,000円の減、13節委

託料528万2,000円の減につきましては、橋りょう

点検調査業務委託料の確定による減額補正でござ

います。15節工事請負費47万2,000円の減につきま

しては、月見橋補修工事費の確定による減額補正

でございます。 

 ２目冬期除雪対策費、補正額405万6,000円の減、

13節委託料44万8,000円の減につきましては、除雪

作業車等保管倉庫建設工事設計委託料確定による
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減額補正でございます。15節工事請負費22万

3,000円の減につきましては、除雪作業車等保管倉

庫建設工事費確定による減額補正でございます。

18節備品購入費338万5,000円の減につきまして

は、除雪トラック購入費確定に伴う減額補正でご

ざいます。 

 ８款土木費、６項住宅費、２目住宅支援費、補

正額ゼロ円につきましては、財源の組みかえ計上

でございます。 

 10款教育費、２項小学校費、２目教育振興費、

補正額ゼロ円につきましては、財源の組みかえ計

上でございます。 

 ３目学校改修整備費、補正額ゼロ円につきまし

ては、財源の組みかえ計上でございます。 

 10款教育費、３項中学校費、２目教育振興費、

補正額ゼロ円につきましては、財源の組みかえ計

上でございます。 

 ３目学校改修整備費、補正額ゼロ円につきまし

ては、財源の組みかえ計上でございます。 

 次のページをお開き願います。10款４項社会教

育費、５目青少年対策費、補正額ゼロ円につきま

しては、財源の組みかえ計上でございます。 

 10款教育費、６項幼稚園費、１目幼稚園費、補

正額ゼロ円につきましては、財源の組みかえ計上

でございます。 

 11款公債費、１項公債費、２目利子、補正額244万

6,000円の減、23節償還金利子及び割引料244万

6,000円の減につきましては、一時借入金利子の不

用見込み額の減額補正でございます。 

 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。

４ページをお開き願います。４ページ上段でござ

います。２、歳入、２款地方譲与税、１項地方揮

発油譲与税、１目地方揮発油譲与税、補正額69万

5,000円の減、１節地方揮発油譲与税69万5,000円

の減につきましては、額の確定による減額補正で

ございます。 

 ２款地方譲与税、２項自動車重量譲与税、１目

自動車重量譲与税、補正額29万7,000円、１節自動

車重量譲与税29万7,000円につきましては、額の確

定による増額補正でございます。 

 ３款利子割交付金、１項利子割交付金、１目利

子割交付金、補正額128万3,000円の減、１節利子

割交付金128万3,000円の減につきましては、額の

確定による減額補正でございます。 

 ４款配当割交付金、１項配当割交付金、１目配

当割交付金、補正額360万2,000円、１節配当割交

付金360万2,000円につきましては、額の確定によ

る減額補正でございます。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金、１項株式等譲渡

所得割交付金、１目株式等譲渡所得割交付金、補

正額398万8,000円、１節株式等譲渡所得割交付金

398万8,000円につきましては、額の確定による増

額補正でございます。 

 ６款地方消費税交付金、１項地方消費税交付金、

１目地方消費税交付金、補正額7,051万2,000円、

１節地方消費税交付金7,051万2,000円につきまし

ては、額の確定による増額補正でございます。 

 ７款ゴルフ場利用税交付金、１項ゴルフ場利用

税交付金、１目ゴルフ場利用税交付金、補正額４

万6,000円、１節ゴルフ場利用税交付金４万

6,000円につきましては、額の確定による増額補正

でございます。 

 ８款自動車取得税交付金、１項自動車取得税交

付金、１目自動車取得税交付金、補正額194万

7,000円の減、１節自動車取得税交付金194万

7,000円の減につきましては、額の確定による減額

補正でございます。 

 ９款地方特例交付金、１項地方特例交付金、１

目地方特例交付金、補正額46万7,000円の減、１節

地方特例交付金46万7,000円の減につきましては、

額の確定による減額補正でございます。 

 10款地方交付税、１項地方交付税、１目地方交

付税、補正額１億7,101万6,000円、１節地方交付

税１億7,101万6,000円につきましては、額の確定
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による普通交付税6,333万7,000円、特別交付税１

億767万9,000円の増額補正でございます。 

 次のページをお開き願います。11款交通安全対

策特別交付金、１項交通安全対策特別交付金、１

目交通安全対策特別交付金、補正額79万6,000円の

減、１節交通安全対策特別交付金79万6,000円の減

につきましては、額の確定による減額補正でござ

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７万円、１節社会福祉費国庫

負担金７万円につきましては、低所得者保険料軽

減負担金の確定による増額補正でございます。 

 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1,008万3,000円の減、１節社

会福祉費国庫補助金978万6,000円の減につきまし

ては、事業費確定に伴う臨時福祉給付金事業費補

助金858万円、同事務費補助金120万6,000円の減額

補正でございます。２節児童福祉費国庫補助金

29万7,000円の減につきましては、事業費確定に伴

う子育て世代臨時特例給付金事業費補助金の減額

補正でございます。 

 ５目土木費国庫補助金、補正額1,482万1,000円

の減、１節道路橋りょう費国庫補助金1,482万

1,000円の減につきましては、事業費確定による橋

りょう長寿命化補修事業補助金154万1,000円、道

路ストック点検調査事業補助金207万9,000円、除

雪トラック購入事業補助金1,120万1,000円の減額

補正でございます。 

 ６目教育費国庫補助金、補正額263万2,000円、

１節小中学校費国庫補助金128万6,000円につきま

しては、事業費確定による要保護児童生徒援助費

補助金12万8,000円、特別支援教育児童生徒就学奨

励費補助金16万円、学校施設環境改善交付金99万

8,000円の増額補正でございます。２節幼稚園就園

奨励費国庫補助金134万6,000円につきましては、

事業費確定に伴う増額補正でございます。 

 15款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負

担金、補正額３万5,000円、１節社会福祉費道負担

金３万5,000円につきましては、低所得者保険料軽

減負担金確定に伴います増額補正でございます。 

 15款道支出金、２項道補助金、３目衛生費道補

助金、補正額281万7,000円の減、１節保健衛生費

道補助金281万7,000円の減につきましては、重度

心身障害者医療費助成補助金の確定による減額補

正でございます。 

 16款財産収入、１項財産運用収入、２目利子及

び配当金、補正額３万1,000円、１節利子及び配当

金３万1,000円につきましては、基金より生じる利

子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23万円、１節総務費寄附金23万円につきま

しては、町外匿名希望21名の方々からの余市町の

未来を担う人づくりの寄附金でございます。 

 ３目民生費寄附金、補正額41万5,000円、１節民

生費寄附金41万5,000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。余市合同青果青友会様からの１万4,906円、

加藤泰明様からの20万円、佐々木八重子様からの

10万円、田邊トドノ様からの10万円でございます。 

 ５目教育費寄附金、補正額４万円、１節教育費

寄附金４万円につきましては、図書館図書購入寄

附金でございます。寄附者のご芳名を申し上げま

す。余市五番街商店会様からの１万円、余市演歌

クラブ様からの３万円でございます。いずれもご

寄附をいただいた方のご意向に沿った予算措置を

させていただいたものでございます。 

 18款繰入金、１項財政調整基金繰入金、１目財

政調整基金繰入金、補正額5,000万円の減、１節財

政調整基金繰入金5,000万円の減につきましては、

財政調整基金繰入金の減額補正でございます。 

 18款繰入金、５項特別会計繰入金、２目公共下

水道特別会計繰入金、補正額10万5,000円の減、１

節公共下水道特別会計繰入金10万5,000円の減に

つきましては、財政再生基金積み立てのための下
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水道特別会計からの繰入金確定による減額補正で

ございます。 

 次のページをお開き願います。19款繰越金、１

項繰越金、１目繰越金、補正額570万3,000円、１

節繰越金570万3,000円につきましては、必要とな

る一般財源について繰越金を計上したものでござ

います。 

 20款諸収入、３項貸付金元利収入、４目保留地

管理法人貸付金元金収入、補正額1,730万円、１節

保留地管理法人貸付金元金収入1,730万円につき

ましては、保留地売却に伴う保留地管理法人貸付

金元金収入の計上でございます。 

 20款諸収入、５項雑入、１目雑入、補正額436万

9,000円の減、１節雑入436万9,000円の減につきま

しては、確定見込みによる北後志地区介護認定審

査会事業町村負担55万7,000円、重度心身障害者医

療高額戻入金381万2,000円の減額補正でございま

す。 

 21款町債、１項町債、１目土木債、補正額280万

円の減、１節道路橋りょう債280万円の減につきま

しては、事業費確定に伴います橋りょう補修整備

事業債280万円の減額補正でございます。 

 ２目教育債、補正額100万円の減、１節教育債

100万円の減につきましては、事業費確定に伴う小

中学校非構造部材耐震改修事業債の減額補正でご

ざいます。 

 ３目過疎対策事業債、補正額660万円、１節過疎

対策事業債660万円につきましては、事業費確定に

伴う除雪作業車等保管倉庫建設事業債70万円の減

額と除雪トラック購入事業債630万円、過疎地域自

立促進特別事業債100万円の増額補正でございま

す。 

 ４目臨時財政対策債、補正額1,726万8,000円の

減、１節臨時財政対策債1,726万8,000円の減につ

きましては、額の確定に伴う減額補正でございま

す。 

 次に、地方債補正につきましてご説明申し上げ

ます。２ページをお開き願います。２ページ中段

でございます。第２表、地方債補正につきまして

は、事業費確定に伴う起債限度額の補正でござい

ます。１、変更、起債の目的、橋りょう補修整備

事業債、補正前限度額1,040万円、補正後限度額

760万円。小中学校非構造部材耐震改修事業債、補

正前限度額１億9,640万円、補正後限度額１億

9,540万円。除雪作業車等保管倉庫建設事業債、補

正前限度額7,560万円、補正後限度額7,490万円。

除雪トラック購入事業債、補正前限度額1,280万

円、補正後限度額1,910万円。過疎地域自立促進特

別事業債、補正前限度額8,390万円、補正後限度額

8,490万円。臨時財政対策債、補正前限度額３億

3,800万円、補正後限度額３億2,073万2,000円。 

 以上、報告第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、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第１号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより報告第１号を採決いたします。 

 本案は、報告のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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 異議なしと認めます。 

 よって、報告第１号 専決処分事項の承認を求

めることについては、報告のとおり承認すること

に決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第４、報告第２号 専

決処分事項の承認を求めることについてを議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇高齢者福祉課長（濱川龍一君） ただいま上程

されました報告第２号につきまして、提案理由を

ご説明申し上げます。 

 報告第２号につきましては、地方自治法第179条

第１項の規定に基づき専決処分いたしました平成

27年度余市町介護保険特別会計補正予算（第２号）

について、同条第３項の規定に基づき報告し、承

認を求めるものでございます。 

 今回専決処分を行いました補正予算の主な内容

は、歳出におきまして総務費、保険給付費、地域

支援事業費の確定見込みによる不用額の減額補正

を行い、歳入におきましては各経費の特定財源と

なります国庫支出金等の確定見込みによる減額補

正を行ったものでございます。 

 以下、報告第２号を朗読し、ご説明を申し上げ

ます。 

 報告第２号 専決処分事項の承認を求めること

について。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙専

決処分書のとおり処分したので、同条第３項の規

定により報告し、議会の承認を求める。 

 平成28年５月30日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分する。 

 平成28年３月31日、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 平成27年度余市町介護保険特別会計補正予算

（第２号）。 

 平成27年度余市町の介護保険特別会計の補正予

算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ9,701万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ22億8,686万8,000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。 

 初めに、歳出からご説明を申し上げますので、

７ページをお開き願います。７ページ上段でござ

います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、

１目一般管理費、補正額55万6,000円の減、９節旅

費１万円の減から13節委託料50万3,000円の減ま

でにつきましては、普通旅費、通信運搬費、介護

保険システム改修委託料など各種事務費等の額の

確定見込みによる減額でございます。 

 １款総務費、２項徴収費、１目賦課徴収費、補

正額８万円の減、11節需用費４万5,000円の減及び

12節役務費３万5,000円の減につきましては、賦課

徴収事務に係る経費の確定見込みによる減額でご

ざいます。 

 次のページをお開き願います。１款総務費、３

項介護認定審査会費、１目介護認定審査会費、補

正額102万6,000円の減、１節報酬76万4,000円の減

から14節使用料及び賃借料14万4,000円の減まで

につきましては、介護認定審査会に係る審査会委

員報酬、事務費等の経費の確定見込みによる減額

でございます。 

 ２目認定調査費、補正額77万5,000円の減、４節

共済費4,000円の減から13節委託料20万9,000円の

減までにつきましては、認定調査に係る事務費等

の経費の確定見込みによる減額でございます。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１
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目介護サービス等給付費、補正額5,958万4,000円

の減、19節負担金補助及び交付金5,958万4,000円

の減につきましては、給付費の額の確定見込みに

よる居宅介護サービス等給付費等の減額でござい

ます。 

 ２款保険給付費、２項介護予防サービス等諸費、

１目介護予防サービス等給付費、補正額1,102万円

の減、19節負担金補助及び交付金1,102万円の減に

つきましては、給付費の額の確定見込みによる減

額でございます。 

 ２款保険給付費、３項その他諸費、１目審査支

払手数料、補正額５万8,000円の減、12節役務費５

万8,000円の減につきましては、審査支払手数料の

額の確定見込みによる減額でございます。 

 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695万5,000円の

減、19節負担金補助及び交付金695万5,000円の減、

２目高額介護予防サービス費、補正額１万9,000円

の減、19節負担金補助及び交付金１万9,000円の減

につきましては、高額介護サービス等費における

それぞれの給付費の確定見込みによる減額でござ

います。 

 次のページをお開き願います。２款保険給付費、

５項高額医療合算介護サービス等費、１目高額医

療合算介護サービス費、補正額107万5,000円の減、

19節負担金補助及び交付金107万5,000円の減、２

目高額医療合算介護予防サービス費、補正額１万

9,000円の減、19節負担金補助及び交付金１万

9,000円の減につきましては、高額医療合算介護サ

ービス等費におけるそれぞれの給付費の確定見込

みによる減額でございます。 

 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94万7,000円の減、19節

負担金補助及び交付金94万7,000円の減につきま

しては、居宅介護福祉用具貸与費ほか市町村特別

給付費の確定見込みによる減額でございます。 

 ２款保険給付費、７項特定入所者介護サービス

等費、１目特定入所者介護サービス費、補正額54万

7,000円の減、19節負担金補助及び交付金54万

7,000円の減、２目特例特定入所者介護サービス

費、補正額１万円の減、19節負担金補助及び交付

金１万円の減、３目特定入所者介護予防サービス

費、補正額１万5,000円の減、19節負担金補助及び

交付金１万5,000円の減、４目特例特定入所者介護

予防サービス費、補正額１万円の減、19節負担金

補助及び交付金１万円の減につきましては、それ

ぞれ給付費の額の確定見込みによる減額でござい

ます。 

 ３款地域支援事業費、１項介護予防事業費、１

目二次予防事業費、補正額1,038万3,000円の減、

11節需用費18万2,000円の減から13節委託料914万

1,000円の減につきましては、事業委託料等各経費

の確定見込みによる減額でございます。 

 ２目一次予防事業費、補正額53万3,000円の減、

12節役務費９万円の減及び13節委託料44万

3,000円の減につきましては、事業に係る経費の確

定見込みによる減額でございます。 

 ３款地域支援事業費、２項包括的支援事業・任

意事業費、１目包括的支援事業費、補正額22万

6,000円の減、１節報酬８万8,000円の減から12節

役務費３万円の減までにつきましては、包括的支

援事業に係る各経費の額の確定見込みによる減額

でございます。 

 ２目任意事業費、補正額317万8,000円の減、11節

需用費1,000円の減から20節扶助費72万円の減ま

でにつきましては、任意事業に係る各経費の額の

確定見込みによる減額でございます。 

 次に、歳入についてご説明を申し上げますので、

４ページをお開き願います。４ページ上段でござ

います。２、歳入、１款保険料、１項介護保険料、

１目第１号被保険者保険料、補正額2,430万

7,000円の減、１節現年度分特別徴収保険料

2,260万4,000円の減及び２節現年度分普通徴収保

険料170万3,000円の減につきましては、保険料の
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確定見込みによる減額でございます。 

 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1,341万6,000円の減、１節現

年度分1,341万6,000円の減につきましては、介護

給付費に係る国庫負担分の額の確定見込みによる

減額でございます。 

 ３款国庫支出金、２項国庫補助金、１目調整交

付金、補正額46万8,000円の減、１節現年度分調整

交付金46万8,000円の減、２目地域支援事業交付金

（介護予防事業）、補正額272万8,000円の減、１

節現年度分272万8,000円の減、３目地域支援事業

交付金（包括的支援事業・任意事業）、補正額132万

8,000円の減、１節現年度分132万8,000円の減、４

目介護保険事業費国庫補助金、補正額８万7,000円

の減、１節介護保険事業費国庫補助金８万7,000円

の減につきましては、それぞれ交付金の額の確定

見込みによる減額でございます。 

 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2,220万5,000円の減、

１節現年度分2,220万5,000円の減、２目地域支援

事業支援交付金、補正額305万6,000円の減、１節

現年度分305万6,000円の減につきましては、介護

給付費及び地域支援事業費に係る交付金の額の確

定見込みによる減額でございます。 

 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1,235万5,000円の減、１節現年度

分1,235万5,000円の減につきましては、介護給付

費に係る道負担金の額の確定見込みによる減額で

ございます。 

 ５款道支出金、２項道補助金、１目地域支援事

業交付金（介護予防事業）、補正額136万4,000円

の減、１節現年度分136万4,000円の減、２目地域

支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）、

補正額66万4,000円の減、１節現年度分66万

4,000円の減につきましては、それぞれ交付金の額

の確定見込みによる減額でございます。 

 次のページをお開き願います。５款道支出金、

３項道委託金、１目介護扶助費委託金、補正額５

万1,000円の減、１節介護扶助費委託金５万

1,000円の減につきましては、生活保護要保護者の

第２号被保険者の介護認定に係る費用の確定見込

みによる減額でございます。 

 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1,065万円の減、１節現年度分

1,065万円の減、２目地域支援事業繰入金（介護予

防事業）、補正額136万4,000円の減、１節現年度

分136万4,000円の減、３目地域支援事業繰入金（包

括的支援事業・任意事業）、補正額66万4,000円の

減、１節現年度分66万4,000円の減、５目その他一

般会計繰入金、補正額229万9,000円の減、１節事

務費繰入金229万9,000円の減につきましては、そ

れぞれ一般会計からの繰入金の額の確定見込みに

よる減額でございます。 

 ７款繰入金、２項介護給付費準備基金繰入金、

１目介護給付費準備基金繰入金、補正額１万円の

減、１節介護給付費準備基金繰入金１万円の減に

つきましては、額の確定見込みによる減額でござ

います。 

 以上、報告第２号につきましてご説明を申し上

げましたので、よろしくご審議の上、ご承認賜り

ますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第２号については委員会の付託を

省略することに決しました。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより報告第２号を採決いたします。 

 本案は、報告のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第２号 専決処分事項の承認を求

めることについては、報告のとおり承認すること

に決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第５、報告第３号 専

決処分事項の承認を求めることについてを議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇保健課長（須藤明彦君） ただいま上程されま

した報告第３号につきまして、提案理由をご説明

申し上げます。 

 報告第３号につきましては、地方自治法第179条

第１項の規定に基づき専決処分を行いました平成

27年度余市町国民健康保険特別会計補正予算（第

４号）について、同条第３項の規定に基づき報告

し、承認を求めるものでございます。 

 今回の専決処分を行った補正予算の主な内容に

つきましては、歳出では総務費の確定見込みに伴

う不用額の減額整理を行ったものでございます。

また、歳入では、繰越金並びに連合会交付金の増

減整理を行い、予算上の収支均衡を図ったもので

ございます。 

 なお、現時点において国保税等の一部の収入が

未確定ではございますが、平成27年度の決算見込

みにつきましては歳出の33億4,000万円に対し、歳

入では約32億円となり、約１億4,000万円程度の赤

字となる見込みとなっておりますが、後ほどご提

案申し上げます平成28年度補正予算第１号におい

て同額の繰り上げ充用金を計上させていただいた

ところでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 報告第３号 専決処分事項の承認を求めること

について。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙専

決処分書のとおり処分したので、同条第３項の規

定により報告し、議会の承認を求める。 

 平成28年５月30日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分する。 

 平成28年３月31日、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 平成27年度余市町国民健康保険特別会計補正予

算（第４号）。 

 平成27年度余市町の国民健康保険特別会計の補

正予算（第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から歳入歳出それ

ぞれ90万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ34億844万3,000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。 

 初めに、歳出からご説明を申し上げます。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、１目一般管

理費、補正額25万7,000円の減、11節需用費25万

7,000円の減につきましては、消耗品費等の確定見

込みに伴う減額補正でございます。 

 ３目特別対策事業費、補正額63万円の減、８節

報償費50万4,000円の減、11節需用費９万4,000円

の減、13節委託料３万2,000円の減につきまして

は、特別対策事業費の確定見込みに伴う減額補正

でございます。 

 １款総務費、３項運営協議会費、１目運営協議
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会費、補正額１万円の減、11節需用費１万円の減

につきましては、消耗品費の確定見込みに伴う減

額補正でございます。 

 １款総務費、４項趣旨普及費、１目趣旨普及費、

補正額4,000円の減、11節需用費4,000円の減につ

きましては、消耗品費の確定見込みに伴う減額補

正でございます。 

 ２款保険給付費、２項高額療養費、１目一般被

保険者高額療養費、補正額ゼロ円につきましては、

その他特定財源の確定見込みに伴う一般財源との

組みかえを行ったものであります。 

 次に、歳入についてご説明申し上げます。２ペ

ージの上段でございます。２、歳入、10款繰越金、

１項繰越金、１目繰越金、補正額100万円の減、１

節繰越金100万円の減につきましては、繰越金の確

定見込みによる減額補正でございます。 

 12款連合会交付金、１項連合会交付金、１目超

高額医療費共同事業交付金、補正額９万9,000円、

１節超高額医療費共同事業交付金９万9,000円に

つきましては、超高額医療費共同事業交付金の確

定見込みに伴う追加補正でございます。 

 以上、報告第３号につきましてご説明を申し上

げましたので、よろしくご審議の上、ご承認を賜

りますようお願いいたします。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第３号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより報告第３号を採決いたします。 

 本案は、報告のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第３号 専決処分事項の承認を求

めることについては、報告のとおり承認すること

に決しました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５３分 

再開 午前１１時０５分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第６、報告第４号 専

決処分事項の承認を求めることについてを議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇保健課長（須藤明彦君） ただいま上程されま

した報告第４号につきまして、提案理由をご説明

申し上げます。 

 報告第４号につきましては、地方自治法第179条

第１項の規定に基づき専決処分を行いました平成

27年度余市町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）について、同条第３項の規定に基づき

報告し、承認を求めるものでございます。 

 今回の専決処分を行った補正予算の主な内容に

つきましては、歳出におきましては後期高齢者医

療広域連合への納付金及び事務の確定に伴う需用

費等の減額を行ったものであります。また、歳入

におきましては、後期高齢者医療保険料及び一般

会計繰入金等により収支均衡を図ったものでござ

います。 
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 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 報告第４号 専決処分事項の承認を求めること

について。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙専

決処分書のとおり処分したので、同条第３項の規

定により報告し、議会の承認を求める。 

 平成28年５月30日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分する。 

 平成28年３月31日、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 平成27年度余市町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第３号）。 

 平成27年度余市町の後期高齢者医療特別会計の

補正予算（第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845万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ３億39万8,000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。 

 初めに、歳出からご説明申し上げます。４ペー

ジをお開き願います。上段でございます。３、歳

出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費、補正額５万2,000円の減、11節需用費２万

6,000円の減、12節役務費２万6,000円の減につき

ましては、一般管理費の確定見込みに伴う減額補

正でございます。 

 １款総務費、２項徴収費、１目徴収費、補正額

31万8,000円の減、11節需用費６万4,000円の減、

12節役務費25万4,000円の減につきましては、徴収

費の確定見込みに伴う減額補正でございます。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期

高齢者医療広域連合納付金、１目後期高齢者医療

広域連合納付金、補正額797万6,000円の減、19節

負担金補助及び交付金797万6,000円の減につきま

しては、広域連合への事務費及び保険料等負担金

の確定見込みに伴う減額補正でございます。 

 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11万2,000円の減、23節償

還金利子及び割引料11万2,000円の減につきまし

ては、過年度支出金の確定見込みに伴う減額補正

でございます。 

 次に、歳入について説明申し上げます。２ペー

ジの下段でございます。２、歳入、１款後期高齢

者医療保険料、１項後期高齢者医療保険料、１目

特別徴収保険料、補正額569万5,000円の減、１節

現年度分特別徴収保険料569万5,000円の減につき

ましては、現年度分特別徴収保険料の確定見込み

に伴う減額補正でございます。 

 ２目普通徴収保険料、補正額109万1,000円の減、

１節現年度分普通徴収保険料73万8,000円の減、２

節滞納繰越分普通徴収保険料35万3,000円の減に

つきましては、普通徴収保険料の現年度分及び滞

納繰り越し分の確定見込みに伴う減額補正でござ

います。 

 ２款使用料及び手数料、１項手数料、２目督促

手数料、補正額１万円、１節督促手数料１万円に

つきましては、督促手数料の確定見込みに伴う追

加補正でございます。 

 ３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目事務費

繰入金、補正額160万円の減、１節事務費繰入金

160万円の減につきましては、事務費及び広域連合

事務費繰入金の確定見込みに伴う減額補正でござ

います。 

 ４款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

１万1,000円、１節繰越金１万1,000円につきまし

ては、繰越金の確定見込みに伴う追加補正でござ

います。 

 ５款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１

目延滞金、補正額１万9,000円、１節延滞金１万
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9,000円につきましては、延滞金の確定見込みに伴

う追加補正でございます。 

 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11万2,000円の減、１節保険

料還付金11万2,000円の減につきましては、保険料

還付金の確定見込みに伴う減額補正でございま

す。 

 以上、報告４号につきましてご説明を申し上げ

ましたので、よろしくご審議の上、ご承認を賜り

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、報告第４号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより報告第４号を採決いたします。 

 本案は、報告のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第４号 専決処分事項の承認を求

めることについては、報告のとおり承認すること

に決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第７、報告第５号 専

決処分事項の承認を求めることについてを議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇下水道課長（近藤 勉君） ただいま上程され

ました報告第５号につきまして、提案理由をご説

明申し上げます。 

 報告第５号につきましては、地方自治法第179条

第１項の規定に基づき専決処分をいたしました平

成27年度余市町公共下水道特別会計補正予算（第

４号）について、同条第３項の規定に基づき報告

し、承認を求めるものでございます。 

 今回専決処分を行いました補正予算の主な内容

といたしましては、歳出におきまして一般会計繰

出金の確定に伴う減額補正と建設事業費の確定に

伴う減額補正を行い、あわせて公債費の財源振り

かえ措置を行ったものであります。また、歳入に

おきましては、建設事業費の確定に伴う国庫補助

金及び町債等の減額補正を行い、予算の調整を行

ったものであります。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 報告第５号 専決処分事項の承認を求めること

について。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙専

決処分書のとおり処分したので、同条第３項の規

定により報告し、議会の承認を求める。 

 平成28年５月30日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分する。 

 平成28年３月31日、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 平成27年度余市町公共下水道特別会計補正予算

（第４号）。 

 平成27年度余市町の公共下水道特別会計の補正

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から歳入歳出それ
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ぞれ658万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ12億3,162万5,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

 第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補

正」による。 

 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10万5,000円の

減、28節繰出金10万5,000円の減につきましては、

人事異動に伴う管理職手当の減額によるものであ

ります。 

 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647万5,000円の減、13節委託料

507万4,000円の減、15節工事請負費140万1,000円

の減につきましては、管渠整備事業の国庫補助対

象事業費等の確定による減額であります。 

 ３款公債費、１項公債費、１目元金は、資本費

平準化債借入額の確定に伴う財源の組みかえでご

ざいます。 

 次に、歳入についてご説明申し上げますので、

３ページをお開き願います。３ページの上段をご

らん願います。２、歳入、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91万4,000円の減、１節公共下水道事業費国庫補

助金91万4,000円の減につきましては、国庫補助対

象事業費の確定による減額であります。 

 ５款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

5,000円、１節繰越金5,000円につきましては、建

設事業費の確定により公共下水道国庫補助金及び

公共下水道事業債の減額に伴い、繰越金に財源を

求めたものであります。 

 ６款諸収入、２項雑入、１目雑入、補正額32万

9,000円、１節雑入32万9,000円につきましては、

処理場及びポンプ場設備更新工事により発生いた

しました撤去機材の電線類や鋼材スクラップ等の

売払収入であります。 

 ７款町債、１項町債、１目公共下水道事業債、

補正額600万円の減、１節公共下水道事業債600万

円の減につきましては、起債対象事業費の確定及

び資本費平準化債の借入額の確定による減額でご

ざいます。 

 次に、地方債補正につきましてご説明いたしま

すので、２ページ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３億9,980万円、補正後限度

額３億9,380万円、地方債の補正につきましては起

債対象事業債及び資本費平準化債の借入額の確定

による変更でございます。 

 以上、報告第５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、ご承認賜りま

すようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第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。 

 これより報告第５号を採決いたします。 

 本案は、報告のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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 異議なしと認めます。 

 よって、報告第５号 専決処分事項の承認を求

めることについては、報告のとおり承認すること

に決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第８、議案第１号 平

成28年度余市町一般会計補正予算（第１号）を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇財政課長（山本金五君） 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

１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、行政報告をいたしました損害賠償請求事件に

係る訴訟弁護士事務所への委託料と熊本地震に係

る被災者支援として義援金の補正計上を行ったも

のでございます。 

 なお、歳入につきましては、財政調整基金繰入

金及び総合賠償責任保険金により歳出との均衡を

図った次第でございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第１号 平成28年度余市町一般会計補正予

算（第１号）。 

 平成28年度余市町の一般会計の補正予算（第１

号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ2,203万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ79億7,203万6,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

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５月30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、１目一般管理

費、補正額300万円、26節寄附金300万円につきま

しては、熊本地震義援金の追加計上でございます。 

 13目諸費、補正額32万4,000円、13節委託料32万

4,000円につきましては、行政報告いたしました道

の駅スペース・アップルよいち駐車場で発生しま

した損害賠償請求事件に係る訴訟弁護士委託料の

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

1,871万2,000円、23節償還金利子及び割引料

1,871万2,000円につきましては、保留地取得資金

の繰上償還元金の計上でございます。 

 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。

このページの上段でございます。２、歳入、18款

繰入金、１項財政調整基金繰入金、１目財政調整

基金繰入金、補正額300万円、１節財政調整基金繰

入金300万円につきましては、歳出でご説明申し上

げました義援金に係る財政調整基金からの繰入金

の計上でございます。 

 18款繰入金、５項減債基金繰入金、１目減債基

金繰入金、補正額1,871万2,000円、１節減債基金

繰入金1,871万2,000円につきましては、平成27年

度に保留地管理法人から回収し、積み立てました

保留地取得資金の償還に係る減債基金からの繰入

金の計上でございます。 

 20款諸収入、５項雑入、１目雑入、補正額32万

4,000円、１節雑入32万4,000円につきましては、

歳出でご説明申し上げました訴訟弁護士委託料に

対する総合賠償責任保険金の計上でございます。 

 以上、議案第１号の提案理由につきましてご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「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



－44－ 

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９、議案第２号 平

成28年度余市町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇保健課長（須藤明彦君） ただいま上程されま

した議案第２号 平成28年度余市町国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）につきまして、提案

理由をご説明申し上げます。 

 今回ご提案申し上げました補正予算は、平成

27年度の当会計の決算見込みにおきまして歳出に

対し歳入で不足額が見込まれることになったこと

から、地方自治法施行令第166条の２の規定に基づ

き、この不足額について平成28年度の当会計から

繰り上げ充用を行うべく、歳入歳出予算の補正計

上を行うものでございます。現時点におきます平

成27年度の決算見込みにつきましては、先ほど報

告第３号で申し上げましたとおり、歳出では約

33億4,000万円程度で確定する見込みでございま

すが、これに対し歳入では約32億円程度と見込ま

れ、約１億4,000万円程度が最終的に歳入不足とな

る見込みでございます。したがいまして、この決

算処理に当たり、当該不足見込み分について平成

28年度の歳入歳出予算に計上した上で、平成27年

度へ繰り上げ充用を行うべく今回ご提案いたした

ものでございます。 

 なお、この繰り上げ充用に要する財源といたし

ましては、国庫支出金の特別調整交付金に求めて

歳入歳出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２号 平成28年度余市町国民健康保険特

別会計補正予算（第１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１億4,000万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ34億7,300万円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成28年５月30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、12款前年度繰上充用金、１項前年度繰上充用

金、１目前年度繰上充用金、補正額１億4,000万円、

22節補償補填及び賠償金１億4,000万円につきま

しては、平成27年度の決算見込みにおきまして歳

入に不足額が見込まれることから、平成27年度へ

繰り上げ充用を行うべく補正計上でございます。 

 次に、歳入についてご説明を申し上げます。本

ページの上段でございます。２、歳入、４款国庫

支出金、２項国庫補助金、１目財政調整交付金、

補正額１億4,000万円、２節特別調整交付金１億

4,000万円につきましては、繰り上げ充用に要しま

す財源を特別調整交付金に求める補正計上でござ
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います。 

 以上、議案第２号につきましてご説明を申し上

げましたので、よろしくご審議の上、ご決定を賜

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。 

〇15番（中谷栄利君） さきに説明された報告案

件の報告３と重なるので、歳入歳出の不足につい

ての対応で議案２号について質問させていただき

ます。 

 というのは、国のほうで国民健康保険の改革に

よる制度の安定化ということで、保険者に対して

の支援制度として、2015年ですから平成27年、約

1,700億円の支出をして支援することになって、そ

のお金が実際には政令軽減の割合によって案分化

されているものと思いますけれども、実際にそう

いった保険者支援制度としての1,700億円の案分

された額と、それがどのように活用されていった

のか、それをもって歳入歳出の不足額にどのよう

に反映されているのかご説明願いたいなと思いま

す。 

 また、今回１億4,000万円の不足額があることに

なるのですけれども、根本的に繰越金等もないと

いう状況も常任委員会からの報告等も受けている

状況なので、今回医療費の高騰と、それから国庫

支出金の支払われるものとのタイミングにより不

足額が生じたような話がありました。実際今後に

おいて国保会計がこのように医療費の高騰の差に

より不足額が生じていくそういうケースになって

いく、その辺の今後の見通しについて担当課のほ

うでどのように見込んでいるのか説明願いたいと

思います。 

〇保健課長（須藤明彦君） 15番、中谷議員のご

質問にご答弁したいと思います。 

 最初のご質問であります平成27年度の1,700億

円の使途でございます。これにつきましては、１

つは財政支援の対象となっていない２割軽減対象

者についても平成27年度に新たに対象としたとこ

ろでございます。また、もう一つは、現行の７割、

５割軽減の対象者に応じた財政支援の補助率を上

げるという部分に充てられております。３つ目と

しましては、財政支援額の算定基準を平均保険料

収納額から平均保険料算定額の一定割合に改める

ということになりまして、そちらのほうに1,700億

円は充てられております。これらにつきましては、

一般会計から国民健康保険会計に繰り入れという

形で計上してきております。 

 内容は以上でございます。 

 ２点目のこのたびの繰り上げ充用に対します今

後の見通しのご質問でございますが、国民健康保

険の会計の仕組み自体は、介護保険、それから後

期高齢者医療保険、退職者医療など他制度との関

係が広く強い関係がございます。また、他の国保

の保険者との調整の部分、それから医療費の増減、

国庫補助金の算定における金額の変動なりにより

まして各種数値については大変見込みにくいとい

うのが会計の仕組みでございます。そういった意

味で、今後の見通しなのですけれども、これまで

は議員おっしゃったとおり繰越金におきまして平

成25年度までは収支が黒でございました。26年度

から繰り上げ充用をさせていただいたところでご

ざいます。今後につきましては、構造的な部分も

含めまして、赤字が累積していくのではないかな

というふうに考えてございます。ただ、金額につ

きましては、前段で申し上げました医療費の変動、

または国庫補助金の算定経過におけるもの、多々

ほかの制度との絡みがありまして大変大きく変動

するということが過去の流れから予想できるとこ

ろでございます。その部分につきましては、ご理

解を賜りたいと存じます。 

〇15番（中谷栄利君） 私も述べ方悪かったです。

国保の保険者の財政支援は1,700億円、それの言い

方間違えておりましたので、訂正させていただき
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ます。 

 それで、一般会計からの繰り入れで２割軽減と

か７割、５割の補助率、そういったものが算定根

拠で繰り入れられたという話でありますけれど

も、全ての市町村に対しての27年度が1,700億円で

すから、実際に町には一般会計繰り入れという形

での説明でしたけれども、この部分についてどう

いう額だったのかお聞きしたいと思います。とい

うのは、歳入歳出の均衡を図るという形で実際に

は国庫支出金による特別調整交付金等で調整さ

れ、繰り上げ充用されているということなのです

けれども、１つにはいろいろな自治体のほうでも

そういった安定化基金の財政出動を利用して、一

人一人の保険料に対して払える保険税に改めると

いう取り組みも行われている中で、実際に国民健

康保険の会計がどのようになっているかというの

は非常に注目されているところなのです。その中

において1,700億円という国からの保険安定基金

が町としてどういう額で出て、先ほど説明された

ように配分されたものと思いますけれども、その

額について注目あるので、お尋ねしたいと思いま

す。 

 今後の見通しについての２問目の質問に対して

は、いろいろな医療費等のものだとかそういった

ものがあるように思われますけれども、先ほど来

説明の中で赤字の累積という言葉がありました

が、この赤字の累積ということが今後において保

険税にどのように影響していくのか。今本当に払

える保険税として何とか頑張って、収納率も向上

しているかのようにお話を聞いていますけれど

も、この均衡が崩れた場合、今もなお生活が厳し

い状況の中で保険税の値上げということを考えれ

ば非常に問題視しなければならない状況になって

いくと思いますが、そのものについての考え方い

かがでしょうか。 

〇保健課長（須藤明彦君） 15番、中谷議員の再

度のご質問に答弁したいと思います。 

 まず、平成27年度の繰り入れの額なのですけれ

ども、全体におきましては約2,400万円ほど増額し

てございます。ただ、その繰入金の区分の中にお

きましては、先ほど1,700億円が反映される保険基

盤安定の部分、またはそれ以外の財政安定化支援

分、何項目かにわたって繰り入れの全体の額にな

っております。そのうち1,700億円に関する部分に

つきましては、約2,900万円が増額という形になっ

ております。国におきましては、全国平均で大体

１人当たり5,000円程度のというような試算は当

初示しておりますけれども、そこまで現在示して

おりませんけれども、全体では2,900万円程度が余

市町の実際の収入には増となってございます。 

 それから、２点目の赤字の累積に対する税の影

響はということなのですけれども、今後につきま

しては国から赤字解消計画の作成がまず求められ

ることになります。これらの指導に基づいて、ま

た平成30年からは国保の都道府県化というものに

対して準備をしている段階でございます。ですの

で、随時その部分に関しましては、所管委員会等

にお示ししながら、ご相談をしてまいりたいと考

えております。 

 また、税率改正の部分なのですけれども、赤字

解消計画において求められる部分、構造的な要因

からも収納率の対策であるとか、医療費の適正化

の強化の部分に関しては必須条件となります。ま

た、それ以外に限度額改正とか税率改正におきま

しても検討の一つには国のほうの指導もあわせて

上げられるのではないかなというふうに考えてご

ざいますので、ご理解を賜りたいと思います。 

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。 
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（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第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年度余市町国民健

康保険特別会計補正予算（第１号）は、原案のと

おり可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第10、議案第３号 工

事請負契約の締結についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇まちづくり計画課長（亀尾次雄君） ただいま

上程されました議案第３号 工事請負契約の締結

について、その提案理由をご説明申し上げます。 

 東中学校の屋内運動場非構造部材耐震改修事業

につきましては、平成23年３月に発生した東日本

大震災において多くの学校施設で屋内運動場等の

大規模空間の天井等が崩落し、児童生徒が負傷す

る事故が発生したことにより、地震による高所か

らの設備等の落下防止対策を行い、安全性を確保

するため、国の補助制度であります学校施設環境

改善交付金により耐震改修工事を行うものであり

ます。 

 工事内容といたしましては、屋内運動場に設置

されている前方つり下げ式及び固定式バスケット

ゴールの改修、南側全面のスチール製サッシ建具

の改修、照明器具、スピーカー、空調ダクト等の

落下防止措置、つり縄等の撤去を行い、これによ

り地震による落下物等からの被害の防止を図るも

のでございます。今回の工事につきましては、去

る５月９日に公募型指名競争入札に付しましたと

ころ落札により請負業者の決定を見ましたので、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定により議会の議決を

求めるべくご提案申し上げる次第であります。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第３号 工事請負契約の締結について。 

 次の工事請負契約について、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２条の規定によ

り議会の議決を求める。 

 平成28年５月30日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 記。 

 １、契約の目的、余市町立東中学校屋内運動場

非構造部材耐震改修工事、屋内運動場非構造部材

の耐震改修工事一式。 

 ２、契約の方法、指名競争入札。 

 ３、契約金額、一金6,123万6,000円也。 

 ４、工期、自平成28年５月31日、至平成28年11月

30日。 

 ５、契約者、余市町長、嶋保。 

 ６、契約の相手方、赤石・和田特定建設工事共

同企業体、代表者、余市郡余市町大川町11丁目40番

地、赤石建設株式会社代表取締役、赤石達也。 

 以上、議案第３号につきまして提案理由のご説

明を申し上げましたので、よろしくご審議、ご決

定賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料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
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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 工事請負契約の締結につ

いては、原案のとおり可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 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２回臨時会

を閉会いたします。 

閉 会 午前１１時４８分 
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