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平成２６年余市町議会第１回定例会会議録（第３号）

開 議  午前１０時００分 

延 会  午後 １時２８分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２６年３月１０日（月曜日）      

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開     議             

平成２６年３月１２日（水曜日）午前１０時

〇出 席 議 員  （１５名）       

  余市町議会議長 １７番 中 井 寿 夫 

  余市町議会副議長  ８番 佐 藤 一 夫 

  余市町議会議員  １番 野 呂 栄 二 

      〃      ２番 吉 田   豊 

      〃      ３番  井   潤 

      〃      ４番 藤 野 博 三 

      〃      ５番 溝 口 賢 誇 

      〃      ６番 岸 本 好 且 

      〃      ９番 彫 谷 吉 英 

      〃     １０番 野 崎 奎 一 

      〃     １１番 白 川 栄美子 

      〃     １２番 土 屋 美奈子 

      〃     １３番 中 谷 栄 利 

      〃     １４番 佐々木 正 江 

      〃     １８番 吉 田 浩 一 

〇欠 席 議 員  （２名）        

  余市町議会議員  ７番 近 藤 徹 哉 

      〃     １６番 安 宅 俊 威 

 〇出 席 者             

  余 市 町 長  嶋     保 

    副    町    長  鍋 谷 慎 二 

    総  務  部  長  佐々木   隆 

  総 務 課 長  須 貝 達 哉 

  企 画 政 策 課 長  盛   昭 史 

    行 政 改 革 推 進 課 長  (企 画 政 策 課 長 兼 務 ) 

  財 政 課 長  山 本 金 五 

  税  務  課  長  秋 元 直 人 

  総 務 部 参 事  干 場 隆 利 

  民 生 部 長  澤 谷 栄 治 

  町 民 福 祉 課 長  細 山 俊 樹 

  高 齢 者 福 祉 課 長  永 井 克 憲 

  保 健 課 長  小 俣 芳 則 

  環 境 対 策 課 長  前 坂 伸 也 

  経 済 部 長  飯 野 徹 郎 

  農 林 水 産 課 長  堀 内   学 

  商 工 観 光 課 長  小 林 英 二 

  経 済 部 参 事  須 藤 明 彦 

  建 設 水 道 部 長  柳 田 義 孝 

  建 設 課 長  亀 尾 次 雄 

  まちづくり計画課長  滝 上 晃 一 

  下 水 道 課 長  澤 辺 成 徳 

  水 道 課 長  久 保   宏 

会計管理者（併）会計課長  岩 戸 宏 平 

  農業委員会事務局長  山 本 正 行 

  教    育    長  中 村 寿 仁 

  学 校 教 育 課 長  東   倫 宏 
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  社 会 教 育 課 長  松 井 正 光 

  選挙管理委員会事務局長  （総務課長併任） 

  監 査 委 員 事 務 局 長  川 村  真 

〇事務局職員出席者            

  事  務  局  長  杉 本 雅 純 

  主         任  小 松   暁 

  書         記  阿 部 航 大 

〇議 事 日 程            

      平成２６年度町政執行方針     

      平成２６年度教育行政執行方針   

  第 １ 議案第 １号 平成２６年度余市町 

      一般会計予算           

  第 ２ 議案第 ２号 平成２６年度余市町 

      介護保険特別会計予算       

  第 ３ 議案第 ３号 平成２６年度余市町 

      国民健康保険特別会計予算     

  第 ４ 議案第 ４号 平成２６年度余市町 

      後期高齢者医療特別会計予算    

  第 ５ 議案第 ５号 平成２６年度余市町 

      公共下水道特別会計予算      

  第 ６ 議案第 ６号 平成２６年度余市町 

      水道事業会計予算         

開 議 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから平成26年余

市町議会第１回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は14名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 なお、近藤議員は通院のため、安宅議員は所用

のため本日欠席、吉田浩一議員は通院のため遅刻

の旨届け出がありましたことをご報告申し上げま

す。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

〇議長（中井寿夫君） 日程に従いまして、ただ

いまから平成26年度町政執行方針について嶋町長

から説明されます。 

 嶋町長の発言を許します。 

〇町長（嶋  保君） 平成26年度町政執行の基

本方針。平成26年余市町議会第１回定例会におい

て、町政執行方針の基本方針と重要な諸施策並び

に私の所信を申し上げます。 

 町政の執行に当たりましては、議会議員各位を

初め町民の皆様より温かいご理解とご支援をいた

だき、心から感謝とお礼を申し上げます。 

 さて、我が国の経済状況は、長引くデフレから

の早期脱却と経済再生に向けた国の経済対策によ

り、景気は緩やかに回復の兆しを見せているもの

の、地方においては、いまだ景気回復を実感でき

ない状況にあります。 

 こうした中、余市町の将来に向けたまちづくり

の基本的な構想と計画を示した「第４次余市町総

合計画」に基づき、町民と行政が連携して「安心

して暮らせる元気にあふれたまちづくり」を進め

ていかなければならないと考えています。 

 本年９月からは、余市町の名誉町民の竹鶴政孝

氏と妻リタさんをモデルとしたＮＨＫの連続テレ

ビ小説の放送が予定されていることから、これを

契機に余市町の魅力を全国に発信し、町民一丸と

なって観光振興や町の活性化に向けた取り組みを

進めていきます。 

 以上を踏まえ、平成26年度の町政執行に当たり

ましては、「１．住み良く安心して暮らせるまち

づくり」「２．多様な資源と人的パワーを活かし

た元気なまちづくり」「３．町民と行政が連携し

て歩むまちづくり」の３本の柱を政策の基本とし、

職員と一丸となって町民の負託に応えてまいりた

いと考えています。各位におかれましては特段の

ご理解を賜りたいと存じます。 

 １、住みよく安心して暮らせるまちづくり。 

 主人公である町民が、この町に住んでよかった
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と思えるような、安心して暮らせるまちづくりを

進めます。 

 町民の暮らし、健康を守るための施策。 

 町民生活に密着した社会資本を整備するための

施策。 

 豊かな自然環境を保全するための施策。 

 災害に備えたまちづくりを進めるための施策。 

 ２、多様な資源と人的パワーを生かした元気な

まちづくり。 

 産業間・産学官の連携、人的パワーの活用、教

育・文化芸術活動とスポーツの振興により、元気

なまちづくりを進めます 

 産業振興のための施策。 

 教育・文化・スポーツの振興を図るための施策。 

 まちづくりを担う人材を育成するための施策。 

 ３、町民と行政が連携して歩むまちづくり。 

 町民の立場に立った行政運営を推進し、町民と

行政の連携によるまちづくりを進めます。 

 協働のまちづくりを進めるための施策。 

 財政基盤の確立と効果的な行政運営を進めるた

めの施策。 

 以上３本の柱をもとに、「町民が主人公」とな

るまちづくりを、以下の諸施策により推進してい

きます。 

 １、住みよく安心して暮らせるまちづくり。 

 地域福祉に関する施策。少子高齢化・核家族化

の進展により、現代社会においては家族機能や、

ともに支え合う地域機能が低下してきていること

から、引き続き地域福祉の中核を担う社会福祉協

議会への支援を行い、ボランティア活動の連携強

化など、ともに助け合い思いやりを感じる地域社

会の構築に努めます。 

 また、要援護者に関する情報の一元化を図り、

地域での日常的な見守り活動や、緊急時の速やか

な支援に努めます。 

 児童福祉に関する施策。子育て支援の充実を図

るため、「次世代育成支援余市町行動計画」に基

づき、保育所の効率的な運営と放課後児童クラブ

や児童館運営など児童健全育成事業の充実に努め

るとともに、利用者ニーズの調査に基づく新たな

「子ども・子育て支援事業計画」を作成し、子育

て支援の充実を図ります。 

 また、児童虐待の未然防止や早期発見・対応が

できるよう、関係機関との連携強化を図り、子供

が健やかに成長できる地域社会の構築に努めま

す。 

 高齢者福祉に関する施策。高齢化の進展などに

より、本町の65歳以上の高齢者数は増加し、高齢

化率が年々高まる状況となっています。 

 また、ひとり暮らしや高齢者のみの世帯がふえ

るとともに、認知症高齢者も増加傾向にあります。 

 このため、「第５期高齢者保健福祉計画・介護

保険事業計画」に基づき、町内の高齢者が住みな

れた地域や家庭で、自立した日常生活を営み、安

心して暮らすことができるよう、地域での見守り

活動や個々の状況に応じた福祉や介護などのサー

ビスの適切な提供を図るとともに、町内関係機関

・団体との連携を図っていきます。 

 また、健康保持や生きがい活動を促進し、高齢

者が健康で安心して暮らせる社会の構築に努めま

す。 

 障害者福祉に関する施策。「余市町障がい者計

画・障がい福祉計画」を基本としたノーマライゼ

ーションの理念のもと、障害のある人が、住みな

れた地域で、必要な支援を受けながら社会生活が

できる環境づくりを推進していきます。 

 また、北後志自立支援協議会や、北しりべし相

談支援センターを活用した障害者への支援を行う

とともに、北後志母子通園センターを拠点とした

早期療育事業の充実に努めます。 

 保健に関する施策。町民が、心身ともに健康で

生き生きと暮らしていくためには、若い世代から

健康に関心を持ち、食生活を初めとする生活習慣

の改善や心のケアができるよう、健康づくりを進
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める必要があります。 

 このため、成人保健対策では、平成25年度から

スタートした「余市町健康づくり計画」に基づき、

栄養と食生活、運動など生活習慣全般の改善に向

けて、関係団体との連携をさらに深め、健康教室

や健康相談の充実に努めます。 

 また、各種がん検診や特定健康診査につきまし

ては、きめ細かに受診を勧奨し、疾病の予防、早

期発見、早期治療に努めます。 

 母子保健対策では、家庭や育児環境の変化など

さまざまな課題に対応し、安心してゆとりある出

産や子育てができるよう、超音波検査の助成回数

をふやし、妊婦一般健康診査料金の軽減を図ると

ともに、訪問や相談、乳幼児健診などの充実に努

めます。 

 予防対策では、各種予防接種を適切に行うよう

対象者への勧奨に努めるとともに、インフルエン

ザや大人用肺炎球菌予防のワクチン接種費用助成

を継続していきます。 

 交通安全に関する施策。交通安全対策につきま

しては、「高齢者事故防止」「自転車走行ルール

・マナーアップ」「シートベルトの全席着用」「ス

ピードダウン」「飲酒運転根絶」を重点目標とし、

交通安全指導員による交通指導を初め、町民への

啓発などを積極的に実施し、一人一人の安全意識

を高めるとともに、各関係機関と連携を図りなが

ら、交通事故防止に努めます。 

 消費者保護に関する施策。生活環境が多様化す

る現代社会において、悪質商法などによるトラブ

ルに巻き込まれるケースも多く、消費者保護に関

する取り組みが重要となっています。 

 このため、消費生活相談の窓口として、小樽市

を含む北後志６市町村で開設している「小樽・北

しりべし消費者センター」の活用について、引き

続き広く町民へ周知を図り、安心・安全な暮らし

の確保に努めます。 

 国民年金に関する施策。国民年金事業につきま

しては、年金に関する各種届出書や保険料の免除

申請、年金受給に係る請求書等の受理、年金相談

業務及び年金制度の周知活動に努めます。 

 道路に関する施策。国道につきましては、国道

５号のフゴッペトンネルにおける急カーブ及び狭

隘解消など、安全対策の推進を関係機関に要望し

ていきます。 

 町道につきましては、引き続き沢町百姓沢線の

大雨時における浸水被害の解消、橋梁の長寿命化

修繕計画に基づく改修事業、道路老朽化対策とし

ての道路ストック点検調査事業に取り組むととも

に、計画的な舗装と側溝の整備を進めます。 

 冬期間における道路維持につきましては、地域

の方々の理解と協力をいただきながら、「余市町

冬を快適にすごす条例」の趣旨に沿った効果的な

除排雪に努めるとともに、流融雪溝につきまして

は、関係機関・団体との連携により適切な維持管

理に努めます。 

 また、平成30年度完成予定の北海道横断自動車

道余市・小樽間の早期完成に向けて関係機関に要

望するとともに、完成後を見据えた市街地道路交

通網の整備について、広く関係機関と協議、検討

を進めていきます。 

 河川に関する施策。余市川改修事業につきまし

ては、残されたあゆ場周辺地域での改修工事の早

期完成と、ヌッチ川やフゴッペ川など２級河川の

治水対策について、自然環境に配慮した事業の計

画的推進を引き続き関係機関に要望していきま

す。 

 町管理河川につきましては、河川愛護組合を初

め、地域の方々の協力をいただきながら、治水対

策や維持保全に努めます。 

 港湾・海岸保全に関する施策。余市港湾につき

ましては、港湾利用者と協議しながら、維持保全

に努めます。 

 海岸保全事業につきましては、引き続き越波対

策として、大川海岸護岸補強工事を関係機関に要
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望していきます。 

 公園事業に関する施策。都市公園につきまして

は、町民が安心して利用できるよう、施設の維持

管理及び安全対策に努め、地域の方々の触れ合い

の場、憩いの場として、利用促進を図っていきま

す。 

 公営住宅に関する施策。公営住宅につきまして

は、入居者が安心して生活ができるよう、適切な

維持管理に努め、引き続き沢町団地の水洗化工事

を実施し環境整備を図るとともに、公営住宅の長

寿命化計画策定に向けた取り組みを進めます。 

 住宅関連に関する施策。耐震診断・住宅改修の

助成制度を継続し、既存住宅の機能の向上を図り、

快適で安心して暮らすことのできる住宅の整備に

努めます。 

 また、用途地域内において、新たに宅地を購入

し、住宅を新築した方に対する土地購入費の助成

制度を引き続き実施し、宅地取引の拡大と住宅新

築の増大を図ることにより、町内経済の活性化や

定住化の促進に努めます。 

 土地区画整理事業に関する施策。黒川第一土地

区画整理組合につきましては、保留地処分が完了

し、事業の最終段階であります清算金業務を行っ

ていることから、早期の事業完了に向け、引き続

き組合に対する支援を継続していきます。 

 環境に関する施策。環境対策につきましては、

余市川流域及び町内河川の水質調査や悪臭、騒音

等の各種調査・測定を引き続き実施し、地域の環

境保全に努めるとともに、地球温暖化対策として、

街路灯の省エネ化に対する補助制度の拡大や、庁

舎照明のＬＥＤ化等、温室効果ガスの削減に向け

た取り組みを進めます。 

 一般廃棄物処理に関する施策。一般廃棄物の処

理対策につきましては、分別の徹底など町民の協

力をいただきながら、ごみの減量化と資源リサイ

クルに向けた取り組みを促進するとともに、みず

からごみをステーションまで排出することが困難

な高齢者等の対策として、安否確認にもつながる

ふれあい収集を引き続き実施し、サービスの向上

に努めます。 

 防災に関する施策。防災対策につきましては、

災害対策基本法の改正や国の防災基本計画などの

見直しを踏まえ、関係機関と密接な連携を図りな

がら、「余市町地域防災計画（本編）」の見直し

を引き続き進めます。 

 また、北海道が実施している北海道日本海沿岸

の「津波浸水想定の点検・見直し」が現在も継続

中であることから、現行の想定を基本として津波

避難対策を進めます。 

 さらに、避難所における備品の配置など防災資

機材の整備を引き続き進めます。 

 原子力防災につきましては、福島第一原子力発

電所事故の対応や原子力災害の特殊性を踏まえ、

国や北海道の防災計画との整合性を図りながら、

地域防災計画（原子力災害対策編）の整備を進め

るとともに、北海道や関係市町村と連携し、避難

対策など必要となる防災対策の整備に引き続き取

り組みます。 

 災害の被害を最小限にとどめるためには、日ご

ろからの災害に対する備えが大切であることか

ら、町民に対し防災に関する情報をわかりやすく、

継続的に提供するとともに、区会などとの連携に

より地域における防災力の強化に努めます。 

 ２、多様な資源と人的パワーを生かした元気な

まちづくり。 

 農業に関する施策。果樹につきましては、奨励

品種植栽事業の継続による果樹の安定生産と「果

樹産地構造改革計画」に基づく、リンゴ・ブドウ

・桜桃などの優良品種への転換、園地整備などの

果樹経営支援対策事業を関係機関・団体と連携し

ながら推進します。 

 野菜につきましては、ハウス栽培による高品質

で収益性の高い農作物の生産の安定化を図るとと

もに、栽培技術の確立と販路拡大等に向けた流通
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対策の推進に努めます。 

 また、安全・安心な農産物の生産に向け、イエ

ス・クリーン表示制度やエコファーマーによる農

業生産方式の計画認定の拡大を図りながら、クリ

ーン農業の推進に努め、自然環境に調和した農業

の確立を図ります。 

 優良農地の確保と保全につきましては、農地保

有合理化事業等を活用した経営規模拡大や、効率

的な農用地の利用を促進するため「農業振興地域

整備計画」の適切な見直しを行いながら農地の利

用調整に努めます。 

 また、余市町農業再生協議会においては、経営

所得安定対策による事業のほか、「人・農地プラ

ン」に掲げる地域の中心となる経営体の育成のた

め、各種補助金の活用や青年給付金を活用し、新

規就農者へ支援を行うとともに、農地の利用相談

及び遊休農地の利用促進などについて積極的な取

り組みを図ります。 

 農村活性化センターにつきましては、農業学校

や各種講座・サークル活動を初め、果実を利用し

た体験学習等を通した都市と農村の交流を深めな

がら、施設の有効活用を図るとともに、町内農業

者の農産物を活用した加工品等、６次産業化に向

けた取り組みの支援に努めます。 

 市民農園につきましては、利用者に対する栽培

技術講習会の開催や技術指導員の配置を継続し、

利用しやすい農園を目指した環境づくりに努めな

がら利用者の拡大を図り、施設の有効活用と適正

な維持管理に努めます。 

 園芸試験場につきましては、研究圃場としての

機能向上を図るため、農業者の意見を適切に反映

させながら新品種の植栽や栽培技術等の利活用を

推進するとともに、各種委託試験の栽培管理と有

効な調査分析に努めます。 

 有害鳥獣対策につきましては、年々ふえ続ける

農作物の被害防止のため、カラス・ヒグマ・エゾ

シカ・キツネの捕獲・駆除を北海道猟友会余市支

部の協力をいただきながら引き続き実施するとと

もに、特定外来生物に指定されているアライグマ

の捕獲・駆除につきましても継続していきます。 

 林業に関する施策。林業につきましては、「余

市町森林整備計画」に基づき、森林整備地域活動

支援事業や未来につなぐ森づくり推進事業を継続

的に実施するとともに、森林の持つ多面的機能が

十分発揮されるよう、野そ駆除事業も着実に実施

しながら適切な管理と森林施業の推進に努めま

す。 

 また、豊丘水源涵養保安林の保全と機能の回復

を図るため、間伐などの町有林保育事業を実施し、

引き続き町有林の適正管理・森林機能の維持保全

に努めます。 

 漁業・水産加工業に関する施策。漁業の振興に

つきましては、浅海増殖事業、アユ種苗放流事業

による「つくり育てる漁業」の継続支援、中央水

産試験場を初め各関係機関との連携による、資源

の確保に向けた取り組み強化、さらには、余市郡

漁業協同組合の製氷・貯氷施設について国の補助

金を活用し整備することにより漁業経営の安定化

に努めます。 

 いそ焼け対策につきましては、関係機関におけ

る研究調査・試験事業等を継続するとともに、国

及び道で実施が予定されている関連事業との調整

と連携を図りながら、先進事例も参考として地域

の実情に即した、より有効な対策の実施に努めま

す。 

 トド被害防止対策につきましては、「余市町鳥

獣被害防止計画」に基づき、余市郡漁業協同組合

が実施する被害防止対策への継続支援を行うとと

もに、さらなる有効対策の実施を国及び道に対し

て強く要請していきます。 

 水産加工業の振興につきましては、加工技術の

向上や品質保持等において各指導研究機関と連携

を行うとともに、各種イベントの参加や６次産業

化推進における水産加工品のＰＲとあわせ消費拡
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大に努めます。 

 余市フィッシャリーナにつきましては、関係機

関と連携しながら、漁業障害の防止、海難事故の

防止に努めるとともに、漁業者との十分な調整を

図りながら、利用者に対し安全な海洋レクリエー

ションの提供に努めます。 

 ６次産業化に関する施策。６次産業化の推進に

つきましては、「地元農水産物を活かした加工・

販売・流通の一体的つながりによる産業振興」を

目標に掲げ、関係団体と連携し取り組んでいきま

す。 

 また、「余市」という地域ブランドを確立する

ため、余市振興公社と連携し札幌圏をターゲット

とした各種イベントへの参加、余市町特産品フェ

アの実施、さらには本町農水産物加工品のＰＲ強

化に努めます。 

 ワイン関連につきましては、町民の皆様に余市

産ブドウを原料としたワインのすばらしさに触れ

ていただく機会を設け、より一層の地産地消によ

る消費拡大を図るためワインテイスティングセミ

ナーを開催するとともに、情報提供等を行ってい

きます。 

 また、ワイン特区やビンヤード景観、道内最大

の生産量を誇るワインブドウ産地を生かしたＰＲ

活動を図り、観光振興を含めた６次産業化の推進

につなげていきます。 

 商工業に関する施策。商工業の振興につきまし

ては、余市中小企業相談所への助成を拡大すると

ともに、中小企業者への融資施策や保証料補助、

さらに余市商工会議所への助成措置を継続しなが

ら、中小企業者の経営基盤の安定化に努めます。 

 また、商店街活性化対策として、商店街連合会

との連携を図りながら、地元に密着した商店街事

業への支援を継続していきます。空き店舗対策に

おいては、対象地域の拡大など、制度の拡充を図

り、起業を支援する取り組みを行いながら、地域

経済の活性化に努めます。 

 観光に関する施策。観光振興につきましては、

積極的な観光客誘致、観光産業による地域経済の

活性化、イベントへの主体的関与など、新しい観

光協会のあり方と役割の確立に向けた余市観光協

会の再編整備について支援を行っていきます。 

 また、魅力あるイベントの開催、各地のイベン

ト等へマスコットキャラクターを活用した積極的

参加、小樽市を初めとする北後志地域とも連携を

強化し、町内滞留型観光客の増加に努めます。 

 本年９月からは、本町の名誉町民でニッカウヰ

スキー創業者、竹鶴政孝氏とその妻リタさんをモ

デルにした連続テレビ小説「マッサン」が放送さ

れます。 

 余市町を全国にＰＲする絶好の機会と捉え、連

続テレビ小説「マッサン」応援推進協議会を中心

に、各関係団体等と連携し、さまざまな取り組み

を進め、観光の振興及び観光産業の活性化を図り

ます。 

 ドライブ観光の拠点である道の駅においては、

余市ｉセンターを通して積極的かつ効果的な観光

情報の提供に努めるとともに、生産者との連携に

よる直売所等での地場産品の販売ＰＲの強化に努

めます。 

 観光物産センターにおいては、展示販売方法の

充実を進めながら、地場産品のＰＲと観光情報の

提供に努めます。 

 農道離着陸場においては、野そ駆除対策の農業

利用、ドクターヘリによる救急業務利用等、空港

機能としての対応に万全を期するとともに、イベ

ント会場等としての、多面的な利活用の推進に努

めます。 

 労働に関する施策。労働対策につきましては、

季節労働者の通年雇用を促進するため、通年雇用

促進支援事業の推進に努めるとともに、公共施設

等の除雪事業により冬期間の就労機会を創出しま

す。 

 また、独自対策としての失業者等の就労対策や
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新規学卒者のための就職支援対策を継続していき

ます。 

 教育・文化芸術活動とスポーツの振興に関する

施策。本町の将来を担う人を育てる教育は、町の

根幹を形づくる重要な政策です。一人一人の町民

が生涯にわたる主体的な学習活動を通して、郷土

に誇りを持ち、みずからを高めるとともに、それ

ぞれが社会の中で役割を果たし、地域に貢献する

ことで心豊かにともに支え合うことのできる社会

の実現を図ります。 

 学校教育につきましては、全ての子供たちが変

化の激しい社会において自立し生きていくため

に、必要な基礎的、基本的な知識・技能やそれら

を活用できる力である「確かな学力」を育むこと

が必要です。子供たちが互いを尊重し、ともに支

え合いながら社会の一員として成長していくため

に、心身の健やかな発達を支援するとともに、そ

の基盤としての「地域に信頼され・地域とともに

ある学校づくり」を推進します。 

 学校施設は、子供たちが安心で快適に学ぶこと

ができる場としての教育環境の整備・充実が大変

重要です。より充実したものとするために、教育

課程に基づき組織的・継続的に教育活動を行う場

として、黒川小学校の外壁改修など、引き続き適

切な維持管理により、安全性の向上に努めます。 

 また、社会教育につきましては、親しまれる社

会教育施設の運営に努めるとともに、町民が主体

的に学べる学習機会の充実と、学習成果を地域に

貢献できるような、自主的、創造的な文化芸術活

動の支援に努めます。 

 町民から広く収集した資料により本町の歴史を

広報紙等に紹介し、歴史・文化の再認識を通して

本町の魅力を発信するとともに、文化財施設等を

活用した歴史・文化の創造と活力あるまちづくり

に努めます。 

 スポーツの振興につきましては、健康で充実し

た生活を過ごすために、スポーツを楽しむことの

できる、各種大会や教室を開催するとともに、生

涯各期にわたってスポーツを続けられる環境の整

備に努めます。 

 未来を担う人づくりに関する施策。ふるさと余

市町を愛する皆様からお寄せいただいた寄附を活

用した「余市町の未来を担う人づくり事業」につ

きましては、姉妹都市である英国スコットランド、

イースト・ダンバートンシャイア市へ青少年を派

遣し、竹鶴政孝氏と妻リタさんの足跡をたどりな

がら国際交流を深め、本町の未来を担う青少年の

育成に努めます。 

 また、広島、長崎の惨禍を再び繰り返させない

ことや、核兵器廃絶への決意を表明することを目

的とし定められた「非核余市町宣言」を具現化す

るため、核兵器の悲惨さを伝える「原爆パネル展」

の実施や、町内の児童・生徒を対象とした「広島

・長崎原爆資料展示館」への派遣事業などを引き

続き実施し、宣言の趣意の浸透を図ります。 

 宇宙記念館に関する施策。余市宇宙記念館につ

きましては、宇宙開発や天体・自然・地球環境な

どの学習の場として、機能をより充実させるため、

展示物や映像機能などのハード面のみならず、児

童生徒を対象に「おもしろ宇宙教室」として、実

験なども取り入れた各種講座などを年間を通して

実施します。 

 さらには、特別展など、独自の企画展を開催し、

余市宇宙記念館ならではの特色ある事業展開に努

めます。 

 また、運営に当たっては、余市宇宙記念館利用

促進懇談会を通して町民や教育関係者の意見や要

望を伺いながら、魅力ある宇宙記念館の運営に努

めます。 

 ３、町民と行政が連携して歩むまちづくり。 

 町民と行政の連携に関する施策。地域の特性を

生かした行政運営が求められる今日、町民と行政

が連携してまちづくりを進めていくことが大切で

す。町民と行政との協働のまちづくりを進めるた
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め、「自治基本条例」制定に向けて、町民参加に

よる取り組みを進めます。 

 区会を初め、さまざまな分野にわたり組織され

ているボランティア団体の自主的な活動は、「第

４次余市町総合計画」の基本構想における基本目

標の一つであり、「町民と行政が連携して歩むま

ち」の実現には、なくてはならない大きな「力」

であることから、こうした活動がさらに活発に展

開されるよう、各ボランティア組織の紹介や相互

交流の機会づくりなどに努めます。 

 また、町職員が地域と行政のパイプ役となる「地

域連絡員制度」の充実を図りながら、地域住民と

行政が一緒になって、ともに協力し合い、地域の

課題をみずから解決、決定していく地域づくりを

推進します。 

 情報の共有に関する施策。町民参加のまちづく

りを推進していく上で、情報の公開と町民との情

報の共有は、大変重要なことと考えます。 

 そのためにも広報広聴機能を十分に活用し、行

政の透明性を高め、町政懇談会や各種説明会等に

より、多くの町民と意見を交換しながら情報の共

有化と情報公開の推進に努めます。 

 さらに、平成23年度から実施しております「予

算説明書」の全世帯配布を継続して行い、町の予

算についてわかりやすい情報の提供に努めます。 

 行財政に関する施策。本町における歳入につき

ましては、地方交付税や国庫支出金など約７割が

依存財源で占める脆弱な財政構造となっており、

また、財政運営の弾力性を示す経常収支比率も非

常に高く硬直化している状況であります。 

 「財政再建推進プラン」の計画期間は終了いた

しますが、今後も持続可能な財政基盤の確立を念

頭に、財政健全化に努めます。 

 このような財政状況の中、町税は貴重な自主財

源であることから、課税客体の適正な把握はもと

より、収納率向上対策として納期内納税促進のた

め、引き続きインターネットを利用したクレジッ

ト納付や口座振替納税の普及を図り、納付環境の

整備を図るとともに、納税負担の公平性を欠くこ

とのないよう、滞納状況の的確な把握に努め、適

切な滞納処分を実施していきます。 

 また、税外収入についても、町税同様、収納率

向上に努めます。 

 職員の資質向上に関する施策。本格的な地方分

権時代を迎え、地方に対する国の関与を最小限に

とどめ、「地方のことは地方が決める」という考

え方が、これからのまちづくりの基本です。 

 個性を生かし自立したまちづくりを進めるに当

たっては、さまざまな行政課題に新たな手法や発

想で積極的に取り組める組織への変革と、職員の

さらなる資質の向上が必要です。 

 このため職員の研修機会の拡充、自己申告制度、

道との人事交流などの取り組みを進め、組織の活

性化と職員の資質向上に努めます。 

 効果的な広域行政の推進に関する施策。広域行

政の推進につきましては、小樽・余市間国道新設

改修事業の推進や、北海道横断自動車道余市・小

樽間の早期完成と黒松内・余市間の早期着手、さ

らには並行在来線のＪＲ北海道からの経営分離後

における鉄道路線の存続など、広域交通体系の整

備について、関係市町村等と十分連携を図りなが

ら、関係機関に対する積極的な要請活動を推進し

ます。 

 また、後志総合開発期成会等を通して、広域的

な課題解決の取り組みを進めるとともに、北しり

べし定住自立圏域における市町村間の広域連携や

一部事務組合、広域連合等についても効率的かつ

効果的な広域行政を進めます。 

 特別会計。 

 １、介護保険特別会計。 

 介護保険は、制度の普及と介護認定者の増加に

伴い、介護サービスの利用も年々増加する状況と

なっていますが、「第５期高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画」に基づき、介護を必要とする
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方やその家族が安心して暮らすことができるよう

自立支援を基本として介護サービスの適切な提供

を図るとともに、保険給付費の動向を見きわめな

がら財源の安定確保を図り、介護保険事業の円滑

な運営に努めます。 

 地域支援事業では、機能の維持・向上を図る各

種介護予防事業の充実に努めるとともに、高齢者

の総合相談窓口である地域包括支援センターや在

宅介護支援センターなどと連携し、福祉・医療・

介護の適切な提供や権利擁護の制度の普及啓発を

図り、高齢者の生活の総合的な支援に努めます。 

 また、認知症の方や介護する家族の方などを地

域で支えるため、認知症サポーター養成講座の開

催や介護マークの取り組みを進めていきます。 

 さらに、介護給付実績の分析と今後の給付需要

動向を十分に見きわめるとともに、制度改正によ

る本町への影響や高齢者の生活実態などの把握に

努めながら、平成27年度から３年間の期間となる

「第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」

の策定に取り組んでまいります。 

 ２、国民健康保険特別会計。 

 国民健康保険事業については、被保険者数の減

少等による国保税収入の減、さらには、被保険者

の高齢化による医療費の増大により厳しい運営状

況となっています。 

 こうした状況において、安定した事業運営を図

るため、財源の適正な確保についても十分意を用

い、医療費の適正化に努めます。 

 ３、後期高齢者医療特別会計。 

 後期高齢者医療制度は、北海道内全市町村で構

成する広域連合により運営されておりますが、市

町村が行う事務の円滑な実施に努め、本医療保険

制度の適正な執行を図ります。 

 ４、公共下水道特別会計。 

 管渠建設工事につきましては、黒川地区の整備

を実施していきます。 

 下水処理場につきましては、昨年度に引き続き

水処理施設である最初沈殿池設備の更新工事を行

うとともに、各施設の適正な維持管理を行い安定

した水処理の保持に努めます。 

 今後におきましても、快適な生活環境の確保と

水環境の保全を図り、さらには水洗化率向上に向

け未接続の方々に対する公共下水道事業の普及啓

発を行って水洗化の普及促進に努め、自主財源の

適正な確保と経営の効率化を進め、下水道事業運

営の安定化を図ります。 

 企業会計。 

 水道事業会計。 

 水道は町民の日常生活を維持し、経済活動を支

える基幹的な施設であり、清浄な水を常に安定的

に供給することを基本責務として事業の推進を図

っています。 

 本町の水道事業は、昭和29年の給水開始から半

世紀以上を経過しており、現在まで７期にわたる

拡張事業により給水区域の拡張や水道施設の整備

を進め、現在は第８期拡張事業として水道事業を

運営しており、本年度の主な事業は、昨年に引き

続き梅川地区の水道施設の統合整備を実施しま

す。 

 また、フゴッペ川改修工事に伴う配水管の布設

がえ及び市街地の住宅密集地における水圧の均衡

を図るために配水管の布設工事等を実施し、効率

的な配水管網の整備に努めます。 

 一方、水道事業の財政状況につきましては、地

方公営企業会計制度の見直しにより損益にも影響

が生じることから、さらなる経費節減を図るとと

もに、経営の効率化に努めます。 

 今後とも水道事業の基本責務を踏まえ、なお一

層町民のご理解とご協力が得られるよう最大限の

企業努力を重ね、安心・信頼される水道事業の確

立に努めます。 

 結び。以上、平成26年度における町政執行の基

本的な考えと、その政策の概要を申し上げました。 

 町民と行政が連携し、主人公たる町民が幸せを
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実感できるまちづくりを目指し、職員と一丸とな

って最善の努力を傾注していきます。議会議員各

位並びに町民皆様の深いご理解とご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 町長の町政執行方針の説

明が終わりました。 

〇議長（中井寿夫君） 続きまして、平成26年度

教育行政執行方針について中村教育長から説明さ

れます。 

 中村教育長の発言を許します。 

〇教育長（中村寿仁君） 平成26年度教育行政執

行方針。平成26年第１回定例会の開会に当たり、

余市町教育委員会の所管行政の執行に関する主要

な方針について申し上げます。 

 教育の根幹は、「人づくり」であり、本町の活

力や発展を担う人材を育てるための重要な基盤と

して、変わることのない未来への投資であります。 

 新しい時代を切り開いていくための課題解決能

力を備え、さらに、柔軟な思考力と他者との関係

を構築することができる人材を育成することが何

より大切であります。 

 学校教育では、一人一人の子供を大切に、確か

な学力と豊かな心、健やかな体をバランスよく育

む、調和のとれた教育活動の一層の充実に努めま

す。また、学校・家庭・地域が一体となって、さ

まざまな課題の解決に努めるなど、子供たちの確

かな成長をもたらす教育を推進します。 

 社会教育では、第５次余市町社会教育中期計画

に基づき、全ての町民が生涯にわたり、自主的に

学び続けられる学習機会を提供し、生涯学習社会

の実現に努めます。 

 また、町民が健康で心豊かに生きがいづくりが

できる学びの活動を通して、経験や知識を地域に

貢献できる環境づくりを推進します。 

 以下、余市町教育委員会として、７つの重点目

標を掲げ、取り組みます。 

 １、みずから学びみずから未来を切り開く学習

指導の充実。 

 子供たちが、変化の激しい社会において、自立

し、たくましく生きていくために必要な「生きる

力」を身につけるためには、基礎的・基本的な確

かな学力をしっかりと習得させ、それらを活用で

きる確かな力を育むことが極めて重要です。 

 児童生徒の学力の状況を的確に捉え、継続的に

検証し、子供たちがわかる喜びを実感できるよう、

実態に応じた授業改善を行い、きめ細かな指導や

支援の充実に努めます。 

 また、望ましい生活習慣の定着に向け、学校と

家庭が互いに連携しながら、基本的な生活習慣や

学習習慣の定着に取り組みます。 

 学校生活や学習上に「困り感をもった児童生徒」

さらには、「普通学級に在籍する特別な支援を必

要とする児童生徒」に対し、それぞれの個に応じ

た、適切できめ細かな教育活動を支援するため、

学習支援員等を効果的に活用し、学校支援を行い

ます。 

 特別支援教育につきましては、教職員の共通認

識のもと、各学校の特別支援教育コーディネータ

ーを中心に、関係機関との連携を図りながら、一

人一人の教育的ニーズに応じた適切な支援に努め

ます。 

 外国語教育並びに国際理解教育につきまして

は、グローバル化を担う人材の育成のため、引き

続き、外国語指導助手を効果的に活用した「生き

た英語」授業により、国際感覚を磨き、コミュニ

ケーション能力の育成に努めます。 

 情報教育につきましては、情報化社会に適切に

対応できるよう、情報機器の充実と活用能力を育

成するとともに、ネット上のトラブルを未然に防

ぐための情報モラル教育の充実を図ります。 

 学校運営につきましては、学校評議員会や学校

評価制度の改善を図るとともに、学校だよりや教

育活動の地域公開などを通して、保護者や地域住
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民への情報提供や地域に根差した教育活動に取り

組みます。 

 また、学びや育ちの連続性を重視し、中学校区

ごとに小・中学校の連携の強化に努めます。 

 教育の質を確保する観点から、教職員が児童生

徒一人一人に向き合う時間をより多く確保すると

ともに、校内研修や公開授業の充実に努めます。 

 さらには、外部教育研究機関が行う各種研修会

への積極的な参加を促進し、学校組織の活性化と

教職員の実践的指導力の向上に努めます。 

 ２、思いやりとみずから律する心を大切にする

生徒指導の充実。 

 未来を担う子供たちが、みずからの存在感と将

来に対する夢や目標を持ち、自己実現を果たすた

めには、心身ともに健康で豊かな生活を送るため

の基本的な生活習慣や、社会性を身につけること

が必要です。 

 また、よりよい人間関係をつくり出すためには、

思いやりの心や倫理観など、豊かな人間性を育む

ことが大切です。 

 生徒指導は、教職員と児童生徒との信頼関係、

心が通い合う人間関係を基盤として、相談支援体

制の強化・充実を図り、児童生徒が自信や誇りを

持ち、みずからの考えで判断し、行動していく力

を育てる指導に努めます。 

 不登校の問題につきましては、早期にその実態

や要因を捉え、子供や家庭の抱える問題を解決す

ることが必要です。スクールカウンセラーや相談

員の支援体制の充実を図り、専門的な立場からの

適切な助言・支援を行います。 

 また、引き続き、適応指導教室「しーがるず」

を開設し、不登校及び不登校傾向の児童生徒の学

校復帰を支援します。 

 いじめにつきましては、いじめを許さない環境

づくりを学校運営の根幹に位置づけ、「いじめの

実態調査アンケート」等の結果や分析の情報など

を積極的に活用するとともに、全教職員で共有し、

事実関係の把握や的確な対応など、早期発見・早

期解決を図っていきます。 

 体罰や体罰と感じさせるような、不適切な指導

が行われることのないよう、校内研修を実施する

など、教職員の意識改革や自覚を促し、生徒指導

体制を整備していきます。 

 ３、生命をとうとぶ心を大切にする健康・安全

教育と教育環境の整備充実。 

 子供たちが心身ともに健やかに成長するために

は、命を大切にする心や思いやりの心を培うとと

もに、心身をたくましく鍛え、健康で安全な生活

を送るための資質を育むことが大切です。 

 全ての教育活動を通して、生命のとうとさや安

全に行動する習慣など、健康・安全教育の充実に

努めます。 

 非行や犯罪被害の未然防止のため、学校におけ

る「指導・相談体制の強化」、「危険回避の教育

など防犯教室の実施」、「性や薬物等に関する指

導」の充実を図るとともに、保護者や地域への情

報提供や啓発に取り組みます。 

 交通安全に対する意識啓発や交通ルール等の指

導を徹底するとともに、通学路の安全確保に努め

ます。 

 学校施設は、児童生徒が安心して学ぶ場であり、

安全で快適に学ぶことができる良好な環境でなけ

ればなりません。引き続き、室内空気環境測定の

実施による環境・安全の確認や網戸の設置など、

計画的に環境の改善に取り組むとともに、老朽化

した施設の改修を行うなど、適切な維持管理に努

めます。 

 学校給食につきましては、学校給食調理場の施

設・設備の改善や衛生管理を徹底し、食の安全の

確保に努めるとともに、栄養豊かな給食を提供し

ます。 

 地産地消を推進し、栄養教諭の活用や学校給食

を生きた教材として使用することにより、食の重

要性への理解を深めるとともに、食育を通した望
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ましい食習慣を形成するための指導の充実に努め

ます。 

 学校図書館用図書につきましては、余市町図書

館との連携を図り、保有図書の有効活用を図ると

ともに、教材教具・学校用備品、学校ＩＣＴ環境

など、計画的な整備を行います。 

 子育て・教育支援の一環として教育に係る経済

的支援を継続し、教育機会の均等の確保に努めま

す。 

 ４、地域貢献に向けた学習機会の提供。 

 生涯学習社会の実現には、町民が生涯にわたり、

自己実現に向けた主体的な学習を行い、習得した

知識・技能を地域に貢献する機会の提供が必要で

す。 

 成人教育につきましては、社会的・経済的な自

立を目指すとともに、生きがいを持ちながら、自

己実現に向けた学習機会の提供を図ります。 

 高齢者教育につきましては、生きがいづくりに

向けた学習の提供と経験や知識を地域に継承する

機会の拡充に努めます。 

 ５、青少年の健全な育成に向けた環境づくり。 

 健全な心身発達の基礎を培うとともに、豊かな

人間性や社会性を育てる青少年期に、家庭・学校

・地域社会と連携した教育機能の向上が大切です。 

 障害のある子供たちには、関係団体と連携し、

ボランティアの養成を図りながら、引き続き、交

流体験活動の充実に努めます。 

 放課後の子供たちには、教育活動サポーターの

確保と地域の教育力を活用した安全で安心な居場

所づくりの提供に努めます。 

 家庭教育につきましては、読み聞かせや親子で

の体験活動により、触れ合いの大切さを知っても

らうとともに、子育て情報の提供に努めます。 

 ６、芸術文化活動の振興と文化財の保存と活用。 

 余市町が誇る貴重な文化財を活用し、伝統文化

や郷土の歴史に根差した芸術文化活動の振興を図

ることが大切です。 

 親しまれる社会教育施設の運営に努めるととも

に、社会教育関係団体と連携し、発表や鑑賞、創

作機会の充実に努めます。 

 図書館につきましては、生涯学習の情報拠点と

して図書の整備を継続するとともに、学校図書館

への支援やボランティアと連携のもと、読書普及

活動に努めます。 

 郷土の歴史や文化に関する資料の収集と、国・

道・町指定文化財の保護保存のため、適切な管理

を行いながら、余市町を再発見してもらえるよう

有効活用に努めます。 

 ７、スポーツ活動の振興と体力向上及び心身の

健康増進。 

 心豊かに健康で充実した生活を続けるために

は、生涯各期にわたってスポーツに親しむことが

大切です。 

 子供たちが所属する運動競技団体と連携し、ニ

ュースポーツや遊びを取り入れながら、子供たち

の体力の向上に努めます。 

 関係団体や指定管理者と連携し、スポーツに親

しみやすい環境の整備を図りながら、スポーツの

振興と健康づくりに努めます。 

 以上、本年度の教育行政の執行に関する主要な

方針を申し上げました。 

 余市町教育委員会としては、関係機関・団体は

もとより、家庭や地域と連携を図りながら、本町

の将来を担う子供たちの確かな学びや豊かな心、

健やかな成長と、一人一人の町民が生きがいを感

じながら学び続け、豊かな人生を送ることができ

る生涯学習の町を目指し、教育行政の発展に全力

で取り組んでいきます。 

 議員並びに町民の皆様のご理解とご協力を心か

らお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 教育長の教育行政執行方

針の説明が終わりました。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時５２分 
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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） 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１、

議案第１号 平成26年度余市町一般会計予算、日

程第２、議案第２号 平成26年度余市町介護保険

特別会計予算、日程第３、議案第３号 平成26年

度余市町国民健康保険特別会計予算、日程第４、

議案第４号 平成26年度余市町後期高齢者医療特

別会計予算、日程第５、議案第５号 平成26年度

余市町公共下水道特別会計予算、日程第６、議案

第６号 平成26年度余市町水道事業会計予算、以

上６件を一括議題とすることにご異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、日程第１ないし日程第６を一括議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇総務部長（佐々木 隆君） ただいま一括上程

されました平成26年度余市町各会計予算につきま

して、初めに議案第１号 余市町一般会計予算に

ついてご説明申し上げます。 

 最初に、議案を朗読します。 

 議案第１号 平成26年度余市町一般会計予算。 

 平成26年度余市町の一般会計の予算は、次に定

めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ81億2,000万円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

 第２条 地方自治法第214条の規定により債務

を負担する行為をすることができる事項、期間及

び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

 （地方債） 

 第３条 地方自治法第230条第１項の規定によ

り起こすことができる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３

表地方債」による。 

 （一時借入金） 

 第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定

による一時借入金の借入れの最高額は、10億円と

定める。 

 （歳出予算の流用） 

 第５条 地方自治法第220条第２項ただし書の

規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済

費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に

過不足を生じた場合における同一款内でのこれら

の経費の各項の間の流用。 

 平成26年３月10日提出、北海道余市郡余市町長、

嶋  保。 

 初めに、予算編成の指針となります平成26年度

における国の地方財政計画の概要につきましてご

説明申し上げます。平成26年度におきましても昨

年同様被災団体が東日本大震災からの復旧、復興

事業に着実に取り組めるようにするとともに、被

災団体以外の地方団体の財政運営に影響を及ぼす

ことがないよう地方団体の歳入歳出総額の見込み

額の策定に当たり通常収支分と東日本大震災分を

区分し、整理したものでございます。通常収支分

につきましては、極めて厳しい地方財政の現状及

び現下の経済情勢等を踏まえ、国の取り組みと歩

調を合わせて歳出抑制を図る一方、社会保障関係

経費の増加を適切に反映するとともに、防災減災

事業や地域経済活性化等の緊急課題に対応するた

めに必要な経費を見込み、地方の安定的な財政運

営に必要とされる地方交付税等の一般財源総額に
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ついて平成25年度地方財政計画の水準を下回らな

いよう実質的に同水準を確保されたところでござ

います。地方交付税については、地域の元気創造

事業の別枠加算があったものの前年度1.0％、

1,769億円減の16兆8,855億円となったところでご

ざいます。実際の収支見込みにおいては、地方税

収入や地方交付税の原資となる国税収入が一定程

度増加することが見込まれる一方で、社会保障関

係経費の自然増や公債費が高い水準で推移するこ

となどにより、地方全体の財源不足額は10兆

5,938億円となり、平成８年度以来19年連続して地

方交付税法第６条の３第２項の規定に該当するこ

ととなったものでございます。なお、不足する財

源につきましては、これまでと同様に国と地方が

折半で対応するものであり、国負担分については

地方交付税の臨時財政対策加算として、地方負担

分についてはこれまでと同様に臨時財政対策債の

発行により賄うこととされたものでございます。 

 次に、本町の平成26年度の予算編成結果及びそ

の概要につきましてご説明申し上げます。平成

26年度の余市町の一般会計の予算規模は81億

2,000万円であり、平成25年度と比較して４億

7,000万円、率にして6.1％の増となっております

が、その主な要因としましては、臨時福祉給付金

や子育て世帯臨時特例給付金、余市郡漁業協同組

合製氷貯氷施設建設補助金、黒川小学校外壁等改

修事業、埋蔵文化財発掘調査事業、さらには社会

保障事業費の増額や財政再建推進プラン終了に伴

う職員給与の復元によるものでございます。 

 なお、平成26年度の予算要求段階では、約８億

5,000万円の不足と大幅な財源不足となりました

が、予算編成の過程において国の地方財政対策が

示されたことや基金の繰り入れなど歳入の見直

し、また歳出の削減に努め、収支均衡となる予算

編成となったものでございます。 

 次に、予算案の主な内容についてご説明申し上

げます。参考資料によりご説明申し上げたいと存

じますので、参考資料の３ページ、平成26年度歳

入歳出款別予算額調べをお開き願います。 

 最初に、歳入についてご説明申し上げますので、

左側の歳入欄をごらん願います。予算書では11ペ

ージ、事項別明細書の歳入をごらん願います。１

款町税の予算額は17億3,203万5,000円であり、前

年度比697万6,000円、0.4％の増でございます。主

な増加要因は、市町村たばこ税の実績を勘案して

の課税標準の増によるものでございます。 

 ２款地方譲与税の予算額は9,100万円であり、前

年度比600万円、6.2％の減を見込んだものでござ

います。 

 ３款利子割交付金の予算額は400万円で、前年度

比150万円、27.3％の減を見込んだものでございま

す。 

 ４款配当割交付金の予算額は180万円で、前年度

比50万円、38.5％の増を見込んだものでございま

す。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金の予算額は50万円

で、前年度と同額を見込んだものでございます。 

 ６款地方消費税交付金の予算額は２億4,000万

円で、前年度比4,000万円、20％の増を見込んだも

のでございます。 

 ７款ゴルフ場利用税交付金の予算額は80万円

で、前年度と同額を見込んだものでございます。 

 ８款自動車取得税交付金の予算額は1,900万円

で、前年度比100万円、５％の減を見込んだもので

ございます。 

 ９款地方特例交付金の予算額は532万円で、前年

度と比較して68万円、11.3％の減でございます。 

 10款地方交付税の予算額は36億6,375万円であ

り、前年度比1,557万6,000円、0.4％の増でござい

ます。平成25年度の普通交付税の確定額を参考と

し、平成26年度の地方財政計画の算定を見込んで

推計したものでございます。 

 11款交通安全対策特別交付金の予算額は350万

円で、前年度と同額を見込んだものでございます。 
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 12款分担金及び負担金の予算額は7,702万

4,000円で、前年度比10万9,000円、0.1％の増でご

ざいます。国営土地改良施設管理等の増額による

ものでございます。 

 13款使用料及び手数料の予算額は１億5,860万

7,000円で、前年度比298万1,000円、1.8％の減で

ございます。農林水産業使用料、土木使用料の減

額見込みによる減少でございます。 

 14款国庫支出金の予算額は７億1,701万9,000円

で、前年度比１億8,502万6,000円、34.8％の増で

ございます。主な要因としましては、臨時福祉給

付金事業補助金、子育て世帯臨時特例給付金事業

補助金、余市郡漁業協同組合製氷貯氷施設建設事

業補助金の増によるものでございます。 

 15款道支出金の予算額は４億9,535万1,000円、

前年度比2,135万5,000円、4.5％の増でございま

す。主な要因としましては、保険基盤安定負担金、

青年就農給付金事業補助金等の増によるものでご

ざいます。 

 16款財産収入の予算額は430万7,000円で、50万

1,000円、10.4％の減でございます。土地建物貸付

収入の減によるものございます。 

 17款寄附金の予算額は１万円で、前年度同額を

見込んだものでございます。 

 18款繰入金の予算額は２億5,470万円で、前年度

と比較して１億5,788万2,000円、163.1％の増でご

ざいます。主な要因としましては、財政調整基金

繰入金の増によるものでございます。 

 19款繰越金の予算額は100万円で、前年度と同額

を見込んだものでございます。 

 20款諸収入の予算額は２億7,347万7,000円で、

前年度と比較して7,459万8,000円、37.5％の増で

ございます。登町４遺跡、登町13遺跡埋蔵文化財

発掘調査受託収入の増によるものでございます。 

 21款町債の予算額は３億7,680万円で、前年度比

1,936万円、4.9％の減でございます。そのうち普

通交付税の振りかえ分としての臨時財政対策債が

３億4,000万円でございます。 

 以上が歳入予算の款別の主な状況でございま

す。 

 次に、歳出について各款ごとにご説明申し上げ

ますので、同じページの右側をごらん願います。

予算書では12ページの歳出をごらん願います。な

お、各款における予算額増減の主な理由につきま

しては、職員給によるものは全款にわたり共通す

るものでございますので、説明を省略させていた

だきたいと存じます。 

 １款議会費の予算額は１億4,687万円で、前年度

と比較して264万9,000円、1.8％の増でございま

す。 

 ２款総務費の予算額は８億653万8,000円で、前

年度と比較して7,376万7,000円、10.1％の増でご

ざいます。主な要因としましては、社会保障、税

番号制度に伴う経費、路線価付設委託料などの増

によるものでございます。 

 ３款民生費の予算額は18億3,607万2,000円で、

前年度と比較して１億7,103万1,000円、10.3％の

増でございます。主な要因としましては、臨時福

祉給付金事業、子育て世帯臨時特例給付金事業、

心身障害者対策費、介護保険特別会計繰出金など

の増によるものでございます。 

 ４款衛生費の予算額は14億3,279万4,000円で、

前年度と比較して1,107万1,000円、0.8％の増でご

ざいます。主な要因としましては、国民健康保険

特別会計繰出金、じんかい処理費委託料の増によ

るものでございます。 

 ５款労働費の予算額は3,410万2,000円で、前年

度と比較して867万3,000円、20.3％の減でござい

ます。 

 ６款農林水産業費の予算額は３億922万3,000円

で、前年度と比較して7,381万5,000円、31.4％の

増でございます。主な要因としましては、余市郡

漁業協同組合製氷貯氷施設建設事業補助金、青年

就農給付金などの増によるものでございます。 



－123－ 

 ７款商工費の予算額は２億2,893万9,000円で、

前年度と比較して1,971万9,000円、9.4％の増でご

ざいます。主な要因としましては、余市観光協会

補助金、連続テレビ小説「マッサン」応援推進協

議会補助金などの増によるものでございます。 

 ８款土木費の予算額は10億8,104万円で、前年度

と比較して2,254万5,000円、2.1％の増でございま

す。主な要因としましては、下水道特別会計繰り

出し、散水車購入、円山公園ポンプ等設備改修事

業、都市計画変更業務委託料、まほろばの郷地区

まちづくり推進事業委託料などの増によるもので

ございます。 

 ９款消防費の予算額は４億7,013万4,000円で、

前年度と比較して2,155万2,000円、4.8％の増でご

ざいます。 

 10款教育費の予算額は７億9,328万9,000円で、

前年度と比較して１億609万7,000円、15.4％の増

でございます。主な要因としましては、黒川小学

校外壁等改修事業、埋蔵文化財発掘調査事業など

の増によるものでございます。 

 11款公債費の予算額は９億7,599万9,000円で、

前年度と比較して535万1,000円、0.5％の減でござ

います。主な要因としましては、長期債償還利子

の減によるものでございます。 

 12款予備費の予算額は500万円で、前年度と比較

して1,822万2,000円、78.5％の減でございます。 

 以上が歳出の款別の主な状況でございます。 

 次に、予算参考資料の中の経常収支に関する調

べについてご説明申し上げます。参考資料の４ペ

ージ、５ページをお開き願います。平成26年度の

歳入における経常一般財源、４ページの表の右か

ら２列目、Ｅ―Ｆ欄の下段、歳入合計ａ欄につき

ましては53億9,772万3,000円、前年度と比較して

額で5,312万4,000円、率で１％の増となっており、

地方消費税交付金、普通交付税の増加が大きな要

因でございます。一方、下のページの表の歳出に

おける経常一般財源、５ページの表の右から２列

目、下から５行目は57億3,398万2,000円であり、

前年度と比較して額で7,433万3,000円、率で1.3％

の増となっております。増額の主な要因につきま

しては、物件費、補助費が減額となっているもの

の、人件費、扶助費、繰出金が増額となったこと

よるものでございます。 

 これにより本来普通交付税として経常一般財源

となるべき臨時財政対策債３億4,000万円を経常

一般財源に加えた経常収支比率は、表の下、欄外

に記載しておりますが、99.9％となり、前年度と

比較して0.8％上昇したものでございます。本町の

経常収支比率は依然高比率で推移しており、財政

の硬直化も継続している状況でございます。今日

の経済情勢等を踏まえた場合、歳入において普通

交付税等経常一般財源の増加を見込むことが難し

い状況でございますが、今後も自主財源である町

税の確保に最大限の努力を払い、財政健全化に取

り組んでまいります。 

 次に、第２表、債務負担行為についてご説明申

し上げます。予算書の６ページをお開き願います。

本年度設定する債務負担行為は２点でございま

す。１点目は、戸籍電算化事業でありまして、平

成26年度から作業を行えるよう設定するものでご

ざいます。期間が平成26年度から平成32年度まで、

限度額を１億4,507万5,000円以内とするものであ

ります。２点目が備荒資金組合から車両の譲渡を

受けるための債務負担行為でありまして、株式会

社第一清掃公社へ無償貸し付けを行っております

じんかい収集車の老朽に伴う更新でございます。

期間は、平成26年度から平成30年度まで、元金

1,500万円を限度として年利率5.0％以内の限度額

を設定しております。 

 次に、第３表、地方債についてご説明申し上げ

ます。予算書の７ページをお開き願います。本年

度の地方債につきましては４件で、限度額の合計

は３億7,680万円でございます。沢町百姓沢線排水

整備事業債520万円と橋梁補修整備事業債260万
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円、黒川小学校外壁改修事業債2,900万円、国の地

方財政の対応による本来の普通交付税措置にかえ

て財源不足に充てるための臨時財政対策債が３億

4,000万円でございます。 

 なお、起債の方法、利率、償還の方法につきま

しては、前年度と同様と設定いたしております。 

 以上、議案第１号 平成26年度余市町一般会計

予算につきましてその概要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

願いを申し上げます。  

〇民生部長（澤谷栄治君） 次に、同じく一括上

程されました議案第２号 平成26年度余市町介護

保険特別会計予算について提案理由のご説明を申

し上げます。 

 平成12年度より開始されております介護保険制

度につきましては、創設時からの各種介護サービ

スが町民に着実に浸透し、さらには高齢化の進展

や要介護認定者の増加等による介護サービスに対

する需要の増大などに伴い、年々介護給付費が増

加する状況となっております。 

 平成26年度余市町介護保険特別会計の予算編成

に当たりましては、第５期介護保険事業計画に基

づき居宅サービス、施設サービス及び地域密着型

サービス等の保険給付サービスの必要量、さらに

は地域支援事業による介護予防事業や包括的支援

事業等の事業量を的確に推計することにより、安

定した介護保険事業運営を図り、被保険者が必要

とするサービスの確保を基本として予算計上いた

したところであり、この結果当会計の予算総額は

前年度対比6,671万円増の24億2,449万2,000円と

なった次第でございます。本年度におきましては、

第５期介護保険事業計画をもとに高齢者の方々が

住みなれた地域で安心して生活を送ることができ

るよう、適切な介護サービスの提供と介護予防事

業や包括的支援事業の充実等を通じ、地域住民の

心身の健康保持と生活安定のために必要な支援を

講ずるとともに、保険給付費の動向を十分に見き

わめ、保険料を初めとした必要な財源の安定確保

を図りながら、円滑な介護保険特別会計の運営に

努力をいたしてまいりたいと存じます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第２号 平成26年度余市町介護保険特別会

計予算。 

 平成26年度余市町の介護保険特別会計の予算

は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ24億2,449万2,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

 第２条 地方自治法第235条の３第２項の規定

による一時借入金の借入れの最高額は、３億円と

定める。 

 平成26年３月10日提出、北海道余市郡余市町長、

嶋  保。 

 初めに、予算の総括についてご説明いたします

ので、予算書の５ページ、歳入歳出予算事項別明

細書をごらん願います。 

 平成26年度当初予算額は、歳入歳出合計それぞ

れ24億2,449万2,000円で、前年度と比較して

6,671万円の増となっております。この内容につき

ましては、款別の各項、各目別にご説明いたしま

すので、予算書は次の６ページをお開き願います。

あわせまして予算参考資料の２ページ、２、歳入

歳出予算総括表のほうもごらんいただきたいと存

じます。 

 まず、歳入についてご説明いたします。１款保

険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険

料、本年度予算額は４億4,173万3,000円、前年度

と比較し1,198万9,000円の増となっております。 

 次に、２款使用料及び手数料、本年度予算額は

２万円、前年度と同額の計上でございます。 

 次に、３款国庫支出金、本年度予算額は６億
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1,654万5,000円、前年度と比較し1,842万8,000円

の増であり、内訳として１項国庫負担金、本年度

予算額は４億1,071万9,000円、前年度と比較し

1,262万1,000円の増となっております。 

 予算書は、次の７ページをごらん願います。２

項国庫補助金、本年度予算額２億582万6,000円、

前年度と比較し580万7,000円の増でございます。

内容としましては、介護給付費に係る調整交付金

や地域支援事業に係る介護予防事業、包括的支援

事業、任意事業の事業費に対する交付金を計上い

たしたものでございます。 

 次に、４款支払基金交付金、本年度予算額は６

億7,970万 4,000円、前年度と比較し1,874万

9,000円の増となっております。内容といたしまし

ては、介護給付費及び地域支援事業費に対する交

付金を計上いたしたものでございます。 

 ５款道支出金、本年度予算額は３億5,442万

4,000円、前年度と比較し870万2,000円の増でござ

います。 

 内訳として、１項道負担金、本年度予算額は３

億4,434万3,000円、前年度と比較し838万4,000円

の増でございます。 

 予算書は、次の８ページをお開き願います。２

項道補助金、本年度予算額は998万1,000円、前年

度と比較し31万8,000円の増でございます。 

 ３項道委託金、本年度予算額は10万円で、前年

度と同額の計上でございます。 

 次に、６款財産収入、本年度予算額は1,000円で、

前年度と同額の計上でございます。 

 予算書は、次の９ページをごらん願います。７

款繰入金、本年度予算額３億3,200万5,000円、前

年度と比較し884万1,000円の増でございます。 

 内訳として、１項一般会計繰入金、本年度予算

額は３億3,199万5,000円、前年度と比較し884万

1,000円の増でございます。 

 ２項介護給付費準備基金繰入金、本年度予算額

は１万円で、前年度と同額の計上でございます。 

 ８款繰越金、本年度予算額は１万円で、前年度

と同額の計上でございます。 

 予算書は、次の10ページをお開き願います。９

款諸収入、本年度予算額５万円、前年度と比較し

1,000円の増でございます。 

 続きまして、歳出についてご説明いたします。

予算書は、次の11ページをごらん願います。１款

総務費、本年度予算額3,003万8,000円、前年度と

比較し35万7,000円の増でございます。 

 この内訳として、１項総務管理費は一般事務経

費分の計上でございます。 

 ２項徴収費は、保険料の賦課徴収に伴う経費の

計上でございます。 

 予算書は、次の12ページをお開き願います。３

項介護認定審査会費は、要介護認定審査及び認定

調査にかかわる諸経費の計上でございます。 

 予算書は、次の13ページをごらん願います。２

款保険給付費、本年度予算額23億2,538万8,000円

で、前年度と比較し6,474万7,000円の増でござい

ます。 

 この内訳として、１項介護サービス等諸費では

居宅介護サービス、施設介護サービス、地域密着

型介護サービス等給付費の計上でございます。 

 ２項では、介護予防サービス等給付費の計上で

ございます。 

 ３項では、その他諸費として介護給付費に係る

審査支払手数料の計上でございます。 

 予算書は、次の14ページをお開き願います。４

項高額介護サービス等費は、高額介護サービス費

及び高額介護予防サービス費の計上でございま

す。 

 ５項高額医療合算介護サービス等費は、高額医

療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防

サービス費の計上でございます。 

 ６項市町村特別給付費は、居宅介護及び介護予

防に係る福祉用具貸与費並びに住宅改修費の計上

でございます。 
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 予算書は、次の15ページをごらん願います。７

項特定入所者介護サービス等費は、施設入所者等

に係る居住費、食費の補足給付費の計上でござい

ます。 

 次に、３款地域支援事業費、本年度予算額

5,808万2,000円で、前年度と比較し161万5,000円

の増でございます。 

 この内訳としまして、１項介護予防事業費は被

保険者が要介護状態、要支援状態となることの予

防を目的として実施する各種事業に係る事業費の

計上でございます。 

 予算書は、次の16ページをお開き願います。２

項包括的支援事業・任意事業費は、要介護状態と

なった場合にも可能な限り地域において自立した

日常生活を営むことができるよう支援を講ずるた

めのサービスの実施に係る事業費の計上でござい

ます。 

 予算書は、次の17ページをごらん願います。４

款諸支出金、本年度予算額は10万円で、前年度と

同額の計上でございます。 

 次に、５款基金積立金、本年度予算額1,000円、

前年度と比較し9,000円の減でございます。 

 ６款公債費、本年度予算額988万3,000円、前年

度と同額の計上でございます。 

 内訳として、１項公債費、本年度予算額20万円、 

２項財政安定化基金償還金、本年度予算額は968万

3,000円で、それぞれ前年度と同額の計上でござい

ます。 

 ７款予備費、本年度予算額100万円につきまして

は、前年度と同額の計上でございます。 

 以上、議案第２号 平成26年度余市町介護保険

特別会計予算の概要についてご説明申し上げまし

たので、よろしくご審議の上、ご決定を賜ります

ようお願い申し上げます。 

 なお、予算参考資料にはただいまご説明いたし

ました歳入歳出予算総括表のほか、科目別予算額

伸長状況及び介護保険料賦課状況並びに保険給付

費算出表等を記載しておりますので、後ほどご高

覧をいただきたいと存じます。 

 続きまして、一括上程されました議案第３号 

平成26年度余市町国民健康保険特別会計予算につ

いて、提案理由のご説明を申し上げます。 

 平成26年度余市町国民健康保険特別会計につき

ましては、総体で前年対比300万円を増額した予算

を計上いたしたところでございます。医療費の動

向は、医療制度改正や診療報酬改定等により見き

わめることは非常に難しい状況にありますが、本

年度当会計の運営に当たっては医療費の増嵩を的

確に把握しながら、安定的な保険給付に努めると

ともに、財源の適正な確保についても十分意を用

いながら、単年度収支均衡を図ることを目途とし

て健全な財政運営に努める所存でございます。 

 以下、議案を朗読し、主な予算内容についてご

説明申し上げます。 

 議案第３号 平成26年度余市町国民健康保険特

別会計予算。 

 平成26年度余市町の国民健康保険特別会計の予

算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ29億6,900万円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

 第２条 地方自治法第235条の３第２項の規定

による一時借入金の借入れの最高額は、10億円と

定める。 

 平成26年３月10日提出、北海道余市郡余市町長、

嶋  保。 

 最初に、予算の総体についてご説明申し上げま

すので、予算書の５ページ及び６ページの歳入歳

出予算事項別明細書をごらんいただきたいと存じ

ます。 

 平成26年度の当初予算額は、歳入歳出それぞれ
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29億6,900万円で、前年度当初予算と比較して

300万円の増となっております。歳出におきまして

は、平成25年度当初予算と比較し主な増減といた

しましては、保険給付費において直近の給付実績

及び被保険者数が減少傾向となっているものの１

人当たりの給付費の増加見込みによる増、後期高

齢者支援金等、介護納付金につきましては概算及

び精算見込みによる減、共同事業拠出金において

は概算で拠出対象額の増加に伴う増、保健事業費

においては特定健診未受診者対策に係る増など、

必要予算額を計上したものでございます。 

 以下、各款別に主な項、目の内容について歳入

からご説明申し上げます。予算書の７ページとあ

わせて参考資料の２ページの２、歳入歳出予算総

括表の上段をごらん願います。 

 １款国民健康保険税、本年度予算額は５億

2,248万9,000円で、前年度と比較して1,254万

5,000円の減となっております。 

 １項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健

康保険税、本年度予算額は４億8,934万8,000円で、

前年度と比較して310万円の減でございます。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税、本年度予

算額は3,314万1,000円で、前年度と比較して944万

5,000円の減となっております。医療給付費分及び

後期高齢者支援金分と介護納付金分のそれぞれの

現年課税分につきましては、一般被保険者と同じ

賦課割合に基づき算定されたものを計上しており

ます。 

 次に、８ページをごらん願います。２款一部負

担金及び３款使用料及び手数料につきましては、

それぞれ前年度と同額の計上でございます。 

 ４款国庫支出金、本年度予算額は７億7,032万円

で、前年度と比較して676万2,000円の減となって

おります。 

 次に、９ページ中段をごらん願います。５款療

養給付費交付金、本年度予算額１億3,326万

6,000円で、前年度と比較して60万8,000円の増と

なっております。 

 ６款前期高齢者交付金、本年度予算額８億503万

1,000円で、前年度と比較して1,202万3,000円の増

となっております。 

 ７款道支出金、本年度予算額は１億8,463万

3,000円で、前年度と比較して49万1,000円の増と

なっております。 

 次に、10ページ中段をごらん願います。８款共

同事業交付金、本年度予算額は３億6,994万

7,000円で、前年度と比較して298万円の増となっ

ております。 

 ９款繰入金、本年度予算額は１億8,141万

7,000円で、前年度と比較して620万5,000円の増と

なっており、財政安定化支援分、出産育児一時金、

事務費のほか、保険基盤安定繰入金、低所得者の

保険税軽減分に対しての一般会計からの繰入金で

ございます。 

 次に、11ページをごらん願います。10款繰越金

につきましては、前年同額を計上しております。 

 11款諸収入、本年度予算額49万5,000円で、前年

同額を計上しております。 

 次に、歳出をご説明申し上げます。予算書は12ペ

ージ、参考資料は同じ２ページの下段をごらん願

います。１款総務費、本年度予算額は2,365万

6,000円で、前年度と比較して６万2,000円の減で

ございます。 

 １項総務管理費、本年度予算額は2,058万円で、

前年度と比較して40万6,000円の増となっており

ます。 

 13ページをごらん願います。２項徴税費、本年

度予算額は255万6,000円で、前年度と比較して

47万4,000円の減でございます。 

 ３項運営協議会費、本年度予算額は23万8,000円

で、前年同額を計上しております。 

 14ページをごらん願います。４項趣旨普及費、

本年度予算額は28万2,000円で、前年度と比較して

6,000円の増となっております。 
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 ２款保険給付費、本年度予算額は21億1,844万

3,000円で、前年度と比較して1,908万3,000円の増

となっております。 

 １項療養諸費、本年度予算額は18億5,261万

9,000円で、前年度と比較して815万3,000円の増で

ございます。 

 ２項高額療養費、本年度予算額は２億5,467万

4,000円で、前年度と比較して1,093万円の増でご

ざいます。 

 ３項移送費につきましては、前年度と同額の予

算計上でございます。 

 16ページをごらん願います。４項出産育児諸費

及び５項葬祭諸費までにつきましては、それぞれ

前年度までの支給実績及び実績見込みの推計によ

り計上をいたしております。 

 ３款後期高齢者支援金等、本年度予算額は２億

9,911万1,000円で、前年度と比較して1,508万

8,000円の減でございます。 

 17ページをごらん願います。４款前期高齢者納

付金等、本年度予算額は21万4,000円で、前年度と

比較して１万9,000円の増でございます。 

 ５款老人保健拠出金、本年度予算額は１万

6,000円で、精算分のみの予算計上でございます。 

 ６款介護納付金、本年度予算額は１億4,114万

9,000円で、前年度と比較して626万6,000円の減で

ございます。 

 18ページをごらん願います。７款共同事業拠出

金、本年度予算額は３億6,994万8,000円で、前年

度と比較して298万円の増となっております。 

 ８款保健事業費、本年度予算額は1,356万

3,000円で、前年度と比較して234万2,000円の増で

ございます。 

 19ページ中段をごらん願います。９款公債費、

10款諸支出金につきましては、前年度と同額の予

算計上でございます。 

 20ページ下段をごらん願います。11款予備費に

つきましては、前年度と同額の予算計上をいたし

ております。 

 以上、議案第３号 平成26年度余市町国民健康

保険特別会計予算の概要をご説明申し上げました

ので、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 なお、参考資料にはただいまご説明いたしまし

た予算総括表のほか、科目別伸長状況及び保険税

課税状況並びに各予算の算出基礎等を記載してお

りますので、後ほどご高覧をいただきたいと存じ

ます。 

 続きまして、一括上程されました議案第４号 

平成26年度余市町後期高齢者医療特別会計予算に

ついて、提案理由のご説明を申し上げます。 

 平成26年度余市町後期高齢者医療特別会計予算

につきましては、医療制度改正により平成20年度

より75歳以上の高齢者の方々を対象に新たな医療

保険制度として都道府県単位の広域連合組織で運

営されることにより構成町村として義務づけされ

ております保険料の徴収等、必要な予算計上を行

ったものでございます。 

 以下、議案を朗読し、主な予算内容についてご

説明を申し上げます。 

 議案第４号 平成26年度余市町後期高齢者医療

特別会計予算。 

 平成26年度余市町の後期高齢者医療特別会計の

予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ３億2,600万円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 平成26年３月10日提出、北海道余市郡余市町長、

嶋  保。 

 最初に、予算の総体についてご説明を申し上げ

ますので、予算書の５ページ、６ページ、歳入歳

出予算事項別明細書をごらんいただきたいと存じ

ます。 
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 平成26年度当初予算額は、歳入歳出それぞれ３

億2,600万円となっております。 

 以下、各款別の内容について歳入からご説明い

たします。予算書の７ページから、あわせて参考

資料は１ページの１、歳入歳出予算総括表をごら

ん願います。 

 １款後期高齢者医療保険料、本年度予算額は２

億2,918万3,000円で、前年度と比較して1,652万円

の増となっております。 

 次に、２款使用料及び手数料、本年度予算額は

２万1,000円で、前年度と同額の計上でございま

す。 

 次に、３款繰入金、本年度予算額は9,658万

5,000円で、前年度と比較して1,338万円の増でご

ざいます。この内容につきましては、本特別会計

で使用する一般管理事務費に係る繰り入れと広域

連合が担う医療費等給付事務費に係る繰り入れ、

さらに低所得者等に対する保険料軽減分の道負担

分４分の３と町負担分の４分の１を合わせて保険

基盤安定繰入金として計上しております。 

 予算書の８ページをごらん願います。４款繰越

金につきましては、前年同額を計上しております。 

 ５款諸収入、本年度予算額21万円で、前年度と

比較して10万円の増となっております。 

 次に、歳出をご説明申し上げます。予算書の９

ページ、参考資料は同じ１ページ下段をごらん願

います。１款総務費、本年度予算額は304万9,000円

で、前年度と比較して７万5,000円の減でございま

す。 

 １項総務管理費、本年度予算額は55万6,000円

で、前年度と比較して１万5,000円の増でありま

す。 

 ２項徴収費、本年度予算額249万3,000円で、前

年度と比較して９万円の減となっております。 

 予算書の10ページをごらん願います。２款後期

高齢者医療広域連合納付金、本年度予算額は３億

2,274万1,000円で、前年度と比較して2,997万

5,000円の増となっております。この内容につきま

しては、広域連合が担う医療費等給付事務費に係

る負担金、保険料と保険料軽減分の保険基盤安定

繰入金とを合算し、保険料等負担金として計上し

たものでございます。 

 ３款諸支出金、本年度予算額20万円で、前年度

と比較して10万円の増となっております。 

 ４款予備費につきましては、前年度と同額の予

算計上をいたしております。 

 以上、議案第４号 平成26年度余市町後期高齢

者医療特別会計の概要をご説明申し上げましたの

で、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 なお、参考資料にはただいまご説明いたしまし

た予算総括表のほか、保険料賦課状況、被保険者

の状況、医療費等の自己負担について記載してお

りますので、後ほどご高覧いただきたいと存じま

す。 

〇議長（中井寿夫君） ただいま一括議題の議案

６件の提案説明中でありますが、昼食のため午後

１時まで休憩いたします。 

休憩 午前１１時５８分 

再開 午後 １時００分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 午前中に引き続き一括議題となっております議

案第５号ないし議案第６号について提案理由の説

明を求めます。 

〇建設水道部長（柳田義孝君） 引き続きまして、

一括上程されました議案第５号 平成26年度余市

町公共下水道特別会計予算について、提案理由を

ご説明申し上げます。 

 最初に、議案を朗読いたします。 

 議案第５号 平成26年度余市町公共下水道特別

会計予算。 

 平成26年度余市町の公共下水道特別会計の予算



－130－ 

は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ12億8,127万5,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

 第２条 地方自治法第214条の規定により債務

を負担する行為をすることができる事項、期間及

び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

 （地方債） 

 第３条 地方自治法第230条第１項の規定によ

り起こすことができる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３

表地方債」による。 

 （一時借入金） 

 第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定

による一時借入金の借入れの最高額は、10億円と

定める。 

 平成26年３月10日提出、北海道余市郡余市町長、

嶋  保。 

 本年度の予算の概要につきましては、主な事業

といたしまして処理場整備事業として下水処理場

の水処理設備の更新工事を行い、また暗渠整備事

業として汚水管渠330メートルの整備を実施する

ものであります。さらに、施設の管理に当たりま

しては、効率的な運営が図られるよう予算措置を

行ったところでございます。 

 この結果、本年度の予算総額は12億8,127万

5,000円となり、前年度当初予算額と比較いたしま

して１億4,512万5,000円、10.2％の減となった次

第であります。 

 初めに、予算の総体をご説明申し上げますので、

予算書の７ページ、歳入歳出予算事項別明細書を

お開きいただきたいと存じます。あわせまして参

考資料の１ページ、歳入歳出予算総括表をごらん

願います。 

 歳入につきましてご説明いたします。１款分担

金及び負担金、本年度予算額1,008万円で、前年度

と比較して142万円、12.3％の減となっておりま

す。 

 ２款使用料及び手数料、本年度予算額２億

7,536万2,000円で、前年度と比較して406万

2,000円、1.5％の減となっております。 

 ３款国庫支出金、本年度予算額8,750万円で、前

年度と比較して7,940万円、47.6％の減となってお

ります。 

 ４款繰入金、本年度予算額４億7,340万3,000円

で、前年度と比較して2,195万7,000円、4.9％の増

となっております。 

 ５款繰越金、本年度予算額１万円、６款諸収入、

本年度予算額２万円は、前年度と同額の計上であ

ります。 

 ７款町債、本年度予算額４億3,490万円で、前年

度と比較して8,220万円、15.9％の減となっており

ます。 

 予算書の８ページをお開き願います。次に、歳

出についてご説明いたします。１款総務費、本年

度予算額5,613万2,000円で、前年度と比較して

19万6,000円、0.3％の減となっております。 

 ２款事業費、本年度予算額３億4,582万4,000円

で、前年度と比較して１億4,286万6,000円、29.2％

の減となっております。 

 ３款公債費、本年度予算額８億7,925万9,000円

で、前年度と比較して206万3,000円、0.2％の減と

なっております。 

 ４款予備費、本年度予算額６万円は、前年度と

同額の計上であります。 

 次に、主な款項の内容について歳入からご説明

いたしますので、予算書の９ページをごらん願い

ます。１款分担金及び負担金、１項負担金1,008万

円につきましては、平成25年度までに供用開始し

た地域と平成26年度供用開始予定区域にかかわる

受益者負担金の見込み額の計上であります。 
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 ２款使用料及び手数料、１項使用料のうち１目

下水道使用料２億7,522万6,000円につきまして

は、前年度の収入見込みと本年度水洗化戸数を勘

案し、下水道使用料を計上したものであります。 

 次に、10ページをお開き願います。３款国庫支

出金、１項国庫補助金8,750万円につきましては、

汚水管渠整備事業及び下水処理場整備事業に係る

国庫補助金を計上したものであります。 

 ４款繰入金、１項一般会計繰入金４億7,340万

3,000円につきましては、下水道事業に対する経費

の負担区分に基づく一般会計からの繰入金を計上

したものであります。 

 次に、11ページをごらん願います。７款町債、

１項町債４億3,490万円につきましては、一般起債

ほかの計上であります。 

 次に、歳出についてご説明申し上げますので、

12ページをお開きいただきたいと存じます。１款

総務費、１項総務管理費5,613万2,000円につきま

しては、人件費のほか下水道使用料収納事務委託

料、下水道台帳等作成委託料、消費税等を計上し

たものであります。 

 次に、13ページ中段をごらん願います。２款事

業費、１項公共下水道事業費のうち１目建設事業

費２億755万円につきましては、事業に要する人件

費のほか管渠実施設計等の委託料、汚水管整備及

び処理場設備の更新に係る工事費を計上したもの

であります。 

 14ページをお開き願います。中段をごらんを願

います。２目施設管理費１億3,827万4,000円につ

きましては、下水処理場及び中継ポンプ場等の施

設維持管理経費を計上したものであります。 

 15ページ中段をごらん願います。３款公債費、

１項公債費、１目元金６億7,889万2,000円、２目

利子２億36万7,000円につきましては、借り入れ本

数107本、未償還額92億3,153万2,000円に係る元金

及び利子、さらに一時借入金に対する利子を計上

したものであります。 

 次に、第２表、債務負担行為につきましてご説

明いたしますので、３ページをお開き願います。

水洗便所改造等資金につきましては、貸付事務の

取り扱い金融機関に対して貸付金の利子負担と債

務不履行の際の損失補償を行っており、これにつ

きまして貸付金の返済期間に合わせて設定いたし

ております。 

 次に、下段の第３表、地方債につきましてご説

明いたします。本年度の事業執行に必要な公共下

水道事業債であり、限度額は４億3,490万円であり

ます。起債の方法、利率、償還の方法につきまし

ては、前年度と同様に設定いたしたものでありま

す。 

 以上、議案第５号 平成26年度余市町公共下水

道特別会計予算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。 

 引き続きまして、一括上程されました議案第６

号 平成26年度余市町水道事業会計予算につきま

して、提案理由をご説明申し上げます。 

 本年度の予算につきましては、収益的収入及び

支出について、収入においては行政区域内人口の

減少に伴い給水収益の減少が見込まれること、ま

た一般会計からの補助金の減があるものの、地方

公営企業会計制度の見直しに伴う国庫補助金等長

期前受け金の戻し入れにより水道事業収益全体で

前年度当初予算額と比較して8.1％の増加であり

ます。また、支出においては、営業外費用におい

て支払利息、繰延勘定償却の減が見込まれるもの

の、営業費用においてみなし償却制度の廃止に伴

う減価償却費の増を初め賞与引当金の計上、電気

料金の改定などにより前年度当初予算に比較して

19.1％の増となり、水道事業費用全体でも16.2％

の増となっています。 

 一方、資本的収入及び支出につきましては、主

な建設改良事業として梅川地区簡易水道施設の統

合に伴うポンプ施設の整備工事、さらにはフゴッ
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ペ川改修工事に伴う配水管の布設がえ工事等を実

施するものであります。これらの事業実施に伴う

財源につきましては、梅川地区簡易水道統合関連

工事が簡易水道等施設整備費国庫補助金の対象と

なることから、その一部を国庫補助金及び企業債

に財源を求めるとともに、不足する財源につきま

しては消費税、資本的収支調整額、損益勘定留保

資金により補填するものであります。 

 本年度の予算執行に当たりましては、水道の基

本責務であります安心、安全な水の安定的供給を

図るために創意工夫を重ねながら最大限の企業努

力を払ってまいりたいと考えております。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。予

算書の１ページをお開き願います。 

 議案第６号 平成26年度余市町水道事業会計予

算。 

 （総則） 

 第１条 平成26年度余市町水道事業会計の予算

は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

 第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１）給水戸数8,991戸。 

 （２）年間総配水量260万7,200立方メートル。 

 （３）１日平均配水量7,143立方メートル。 

 （４）主要な建設改良事業。 

 （ア）配水管整備事業4,698万円につきまして 

は、フゴッペ川改修に伴う配水管の布設がえ並び

に市街地の住宅密集地における水圧の均衡を図る

ために配水管の布設を行うものであります。 

 （イ）配水施設整備事業7,754万4,000円につき

ましては、平成22年度に事業統合しました簡易水

道施設のうち梅川地区の水道施設の統合整備を昨

年に引き続き行うものであります。 

 （ウ）量水器設置事業1,575万9,000円につきま

しては、計量法に基づく更新、さらには新設用の

量水器設置に要する費用であります。 

 ２ページをお開き願います。 

 （収益的収入及び支出） 

 第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次の

とおりと定める。 

 収入、第１款水道事業収益６億9,377万円、第１

項営業収益５億8,267万円につきましては、給水収

益５億6,554万3,000円、その他の営業収益1,712万

7,000円であります。 

 第２項営業外収益１億1,110万円につきまして

は、受取利息５万円、一般会計からの補助金

4,389万2,000円、長期前受金戻入6,705万8,000円、

雑収益10万円でございます。 

 支出、第１款水道事業費用７億1,387万3,000円、

第１項営業費用５億5,728万2,000円につきまして

は、原水及び浄水費１億1,796万9,000円、配水及

び給水費5,610万6,000円、総係費6,592万6,000円、

減価償却費３億1,725万6,000円ほかであります。 

 第２項営業外費用１億5,449万1,000円につきま

しては、支払利息１億2,731万9,000円、繰延勘定

償却46万円、消費税及び地方消費税2,671万

2,000円であります。 

 第３項特別損失200万円は、過年度損益修正損で

あります。 

 第４項予備費10万円であります。 

 （資本的収入及び支出） 

 第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次の

とおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額２億8,909万4,000円は、過年度分

損益勘定留保資金１億6,940万5,000円、当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額758万

1,000円及び当年度分損益勘定留保資金１億

1,210万8,000円で補てんするものとする。）。 

 収入、第１款資本的収入１億944万円、第１項出

資金1,836万1,000円は、簡易水道分に係る企業債

の元金償還に対する一般会計からの出資金であり

ます。 

 第２項国庫補助金2,496万9,000円につきまして

は、梅川地区水道施設の統合整備に伴う簡易水道



－133－ 

等施設整備費国庫補助金であります。 

 第３項工事負担金1,381万円につきましては、河

川改修に伴いかけかえを予定している向ケ丘橋に

添架している配水管等の移設補償費であります。 

 第４項企業債5,230万円につきましては、簡易水

道統合整備事業に伴う企業債の借り入れでありま

す。 

 支出、第１款資本的支出３億9,853万4,000円、

第１項建設改良費１億6,019万2,000円につきまし

ては、営業設備費1,656万9,000円、配水設備改良

費5,636万 6,000円、配水施設整備費8,725万

7,000円であります。 

 第２項企業債償還金２億3,834万2,000円につき

ましては、財務省財政融資資金及び地方公共団体

金融機構等への企業債償還元金の計上でありま

す。 

 ３ページをごらん願います。 

 （企業債） 

 第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利

率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

 起債の目的、配水施設整備事業、限度額5,230万

円、起債の方法、普通貸借又は証券発行、利率5.0％

以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府

資金及び地方公共団体金融機構資金について、利

率の見直しを行った後においては、当該見直し後

の利率）、償還の方法、償還期限、据置期間を含

め30年以内とし借入先が定める償還方法による。

ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限

を短縮若しくは繰上償還又は低利に借換すること

ができる。その他、起債の借入については借入先

の融資条件による。 

 （一時借入金） 

 第６条 一時借入金の限度額は、１億円と定め

る。 

 （議会の議決を経なければ流用することができ

ない経費） 

 第７条 次に掲げる経費については、その経費

の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合

は、議会の議決を経なければならない。 

 （１）職員給与費１億2,169万3,000円。 

 （２）交際費１万円。 

 （他会計からの補助金） 

 第８条 水道事業助成のため一般会計からこの

会計へ補助を受ける金額は、4,389万2,000円であ

る。 

 これにつきましては、簡易水道事業の統合等に

伴う一般会計からの営業助成の補助金を計上した

ものであります。 

 ４ページをお開き願います。 

 （たな卸資産購入限度額） 

 第９条 たな卸資産の購入限度額は、2,000万円

と定める。 

 平成26年３月10日提出、北海道余市郡余市町長、

嶋  保。 

 以上、議案第６号 平成26年度余市町水道事業

会計予算について提案理由をご説明申し上げまし

たので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよ

うお願いを申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 会議規則第９条第２項の規定に基づき、13日は

休会といたしたいと思います。 

（「議事進行」の声あり） 

〇２番（吉田 豊君） ただいま提案あった中で、

余市町の未来を担う人づくりの補助金にかかわっ

て取り崩しも余市町の未来を担う人づくり、歳入

も余市町の未来を担う人づくり、歳出も余市町の

未来を担う人づくりと、こういうふうに言葉が出

ているのです。それで、基金の中では寄附金を財

源として事業の区分というのが決まっているわけ

です、１項から６項目まで。それで、なおかつこ
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の基金を使用した場合には寄附者にも報告しなけ

ればならない。そして、基金の使用目的も青少年

の育成ということなのです。それで、予算書の説

明欄は非常に重要なものではないと私は解釈はし

ているのですけれども、事基金についてはきちん

と予算書に記載していただきたい。何のために使

うのか。余市町の未来を担う人づくりに使うのは

いいのだけれども、それは基金名であって、その

中に事業名があるわけだから、国際交流活動に使

うのか、地域間の活動に使うのか、文化活動に使

うのか、スポーツ活動に使うのか、こういうこと

できちんと定められているから、したがってここ

は提案するのに非常に不親切だと思うのです。議

員に対して不親切ということでなくて、これを報

告しなければだめだから、寄附者に。そのときに

予算でここにぼんと書いていますからということ

では私はよくないと思っています。 

 それで、説明欄をきちんと整理しまして、委員

会前に間違っているのであれば正誤表でもいい

し、あるいは訂正でもいいし、修正でもいいし、

ここはこのままにしてあるのであればここになお

補充して付記書きするのもいいし、そこをきちん

と整理していただきたいと、そういうことです。 

〇総務部長（佐々木 隆君） ２番、吉田議員か

らのご質問でございます。 

 議員ご指摘の部分でございます。質問の趣旨等

理解をいたしてございますので、その辺につきま

しては内容等を精査して、予算委員会開会前の段

階でお示しをさせていただきたいと考えてござい

ますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（中井寿夫君） それでは、お諮りいたし

ます。 

 会議規則第９条第２項の規定に基づき、13日は

休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、13日は休会とすることに決しました。 

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、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 １時２８分 
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