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 平成２７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 ３時０９分 

 

                                                 

 

 〇招 集 年 月 日              

  平成２７年１２月１４日（月曜日）     

 

 〇招 集 の 場 所              

  余市町議事堂               

 

 〇開     会              

  平成２７年１２月１４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  盛   昭 史 

  地 域 協 働 推 進 課 長  笹 山 浩 一 

  財 政 課 長  山 本 金 五 

  税  務  課  長  堀 内   学 

  民 生 部 長  佐々木   隆 

  町 民 福 祉 課 長  上 村 友 成 

  高 齢 者 福 祉 課 長  坂 本 満 彦 

  保 健 課 長  須 藤 明 彦 

  環 境 対 策 課 長  秋 元 直 人 

  経 済 部 長  小 林 英 二 

  農 林 水 産 課 長  細 山 俊 樹 

  商 工 観 光 課 長  干 場 隆 利 

  建 設 水 道 部 長  柳 田 義 孝 

  建 設 課 長  亀 尾 次 雄 

  まちづくり計画課長  滝 上 晃 一 

  下 水 道 課 長  近 藤   勉 

  水 道 課 長  久 保   宏 

  会計管理者（併）会計課長  飯 野 徹 郎 

  農業委員会事務局長  高 橋 良 治 

  教    育    長  中 村 寿 仁 

  学 校 教 育 課 長  小 俣 芳 則 

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

 

 〇事務局職員出席者             

  事  務  局  長  杉 本 雅 純 

  議 事 係 長  越 智 英 章 

  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 平成２７年余市町議会第３回定例会 

      付託 認定第 １号 平成２６年度 

      余市町水道事業会計決算認定につい 

      て（平成２６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２７年余市町議会第５回臨時会 

      付託 認定第 １号 平成２６年度 

      余市町一般会計歳入歳出決算認定に 

      ついて              

  第 ５ 認定第 ２号 平成２６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 ６ 認定第 ３号 平成２６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 ７ 認定第 ４号 平成２６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 ８ 認定第 ５号 平成２６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２６年 

      度余市町各会計決算特別委員会審査 

      結果報告）            

  第 ９ 報告第 １号 専決処分の報告につ 

      いて               

  第１０ 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年度余市町一般会計補正 

      予算（第７号））         

  第１１ 議案第 １号 平成２７年度余市町 

      一般会計補正予算（第８号）    

  第１２ 議案第 ２号 平成２７年度余市町 

      国民健康保険特別会計補正予算（第 

      ２号）              

  第１３ 議案第 ３号 平成２７年度余市町 

      公共下水道特別会計補正予算（第２ 

      号）               

  第１４ 議案第 ４号 平成２７年度余市町 

      水道事業会計補正予算（第２号）  

  第１５ 議案第１１号 余市町教育委員会委 

      員の任命につき同意を求めることに 

      ついて              

  第１６ 一般質問             

                              

開 会 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから平成27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17名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 なお、中谷議員は所用のため若干遅刻の旨届け

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。 

 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６件、議案11件、報告２件、他に一般

質問と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13番、安久議員、議席番号14番、大

物議員、議席番号16番、藤野議員、以上のとおり
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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27年余市町議会第４

回定例会開催に当たり、12月11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

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６件、議案11件、報告２件、一般質問

は12名による16件、ほかに議長の諸般報告、行政

報告でございます。 

 会期につきましては、本日より12月17日までの

４日間と決定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27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26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

26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27年余市町議会第５回臨時会付託にかかわ

る日程第４、認定第１号 平成26年度余市町一般

会計歳入歳出決算認定について、日程第５、認定

第２号 平成26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６、認定第３号 平

成26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７、認定第４号 平成26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８、認定第５号 平成26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26年度余市

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９、報告第１号 専決処分の報告につい

て、日程第10、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年度余市町一般会

計補正予算（第７号））、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11、議案第１号 平成27年度余市町一般

会計補正予算（第８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27年度余市町国民

健康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13、議案第３号 平成27年度余市町公共

下水道特別会計補正予算（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14、議案第４号 平成27年度余市町水道

事業会計補正予算（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15、議案第11号 余市町教育委員会委員

の任命につき同意を求めることについてにつきま

しては、即決にてご審議いただくことに決しまし

た。 

 日程第16、一般質問は、12名による16件です。 

 日程第17、議案第５号 余市町税条例等の一部

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６号 余市町立学校設置条例

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19、議案第７号 余市町特定教育・保育
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施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関す

る条例案につきましては、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。 

 日程第20、議案第８号 余市町行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情

報の提供に関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21、議案第９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、即

決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第22、議案第10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。 

 なお、追加案件もあると伺っておりますので、

そ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17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。 

 よって、今期定例会の会期は本日から17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。 

 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10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11日、東京ＮＨＫホールにおい

て開催されました第59回町村議会議長全国大会、

あわせて第40回豪雪地帯町村議会議長全国大会に

出席しました。大会には来賓として大島衆議院議

長、山崎参議院議長、土屋総務副大臣、石破地方

創生担当大臣、谷垣自由民主党幹事長、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、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。 

〇町長（嶋  保君） 損害賠償について行政報

告を申し上げます。 

 本件は、平成27年10月９日、町有地内の自然木

が強風により倒れ、隣接する民間所有の倉庫の屋

根を破損させる事故が発生し、当該被害倉庫の損

害賠償について当該関係者と余市町が示談交渉を

行ってまいりましたが、損害賠償額について示談
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が成立したことから、その概要につきましてご報

告申し上げるものでございます。 

 事故の概要につきましては、平成27年10月８日

から台風23号の影響により長時間にわたり強風が

吹き、10月９日、沢町５番２の町有地内の幹の直

径約30センチメートル、高さ約10メートルの樹木

が隣接する私有地に建つ倉庫の屋根に倒れ、軒先

と屋根本体の一部を破損させたものであります。 

 事故発生後の経過でございますが、事故当日に

職員により事故現場を確認したところ、町におい

て倒木の撤去作業をすることは困難であると判断

したことから町内建設業者へ依頼し、10月10日に

撤去作業を実施いたしました。その後、当該物件

の所有者が町外に居住していることから、当該地

に居住する所有者の父親を通じて話し合いを行

い、本町が損害賠償金21万6,000円を支払うことに

より和解することで合意に至り、11月25日に地方

自治法第180条第１項の規定により和解及び損害

賠償額の決定及び地方自治法第179条第１項の規

定により損害賠償金の補正予算について専決処分

をいたし、同日当該倉庫所有者と余市町を当事者

とする示談が成立したところでございます。 

 今後におきましては、町有財産の適正管理によ

り一層努めてまいる所存でございますので、議員

各位の特段のご理解を賜りますようお願い申し上

げます。 

 以上、損害賠償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） 次に、平成27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26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26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。 

〇１番（野呂栄二君） ただいま上程されました

平成27年余市町議会第３回定例会において平成

26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26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。なお、

委員会の開催当日委員長が欠席され、委員長の職

務を代行しました副委員長の私よりご報告申し上

げます。 

 本特別委員会は、平成27年９月18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、委員長に中谷委員が、

副委員長に不肖私が選任されました。 

 実質審議につきましては、平成27年11月20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26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、当該特別委員会の審査結果の

報告といたします。 

〇議長（中井寿夫君） 委員長の報告が終わりま

した。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます 

 これより認定第１号について討論を行います。

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26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27年第５回臨

時会において付託にかかわる日程第４、認定第１

号 平成26年度余市町一般会計歳入歳出決算認定

について、日程第５、認定第２号 平成26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６、認定第３号 平成26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７、認定第４号 平成26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８、認定第５号 平成26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26年度余市町各会計決算特別委員

会委員長から審査結果の報告を求めます。 

〇８番（吉田浩一君） ただいま上程されました

平成27年余市町議会第５回臨時会において、平成

26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、その審議の経過並びに

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27年11月５日開催の本会

議終了後第１回目の委員会を開催し、正副委員長

の選任が行われた結果、委員長に不肖私吉田が、

副委員長に庄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、審議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。 

 審査の結果につきましてご報告申し上げます。

まず、認定第１号 平成26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26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26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26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26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。 

 これより認定第１号について討論を行います。

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
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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26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。 

 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26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26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26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26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） 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９、報告第１号 専決処分の報告について、日

程第10、報告第２号 専決処分事項の承認を求め

ることについての以上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９ないし日程第10を一括議題と

いたします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

〇財政課長（山本金五君） 一括上程されました

報告第１号 専決処分の報告についてにつきまし

て、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回ご提案申し上げましたのは、行政報告でご

報告いたしました平成27年10月８日からの強風に

より町有地内の樹木が倒木し、隣接する倉庫に損

傷を与えたことに係る損害賠償の和解及び損害賠

償額の決定についてでございます。本件につきま

しては、隣接者の関係者と解決に向けての交渉を

行い、このたび一定の合意を得ましたことから、

地方自治法第180条第１項の規定に基づき和解及

び損害賠償額について専決処分いたしましたの

で、同条第２項の規定に基づき報告するものでご

ざいます。 

 以下、議案を朗読いたします。 

 報告第１号 専決処分の報告について。 

 地方自治法第180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２項の規

定により報告する。 

 平成27年12月14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。 

 和解及び損害賠償の額の決定について地方自治

法第180条第１項の規定により、別紙のとおり専決

処分する。 

 平成27年11月25日、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 損害賠償に係る和解及び損害賠償額の決定につ

いて。 

 余市町所有地の立ち木倒木事故による損害賠償

について次のとおり和解し、及び損害賠償額を決

定する。 

 記。 

 １、和解の相手方、住所、・・・・・・・・・

・・・・・・・・、氏名、・・・・。 

 ２、和解の要旨、本事項に関する一切の損害賠

償金として余市町は相手方に対し、21万6,000円を

支払う。 

 ３、事故の概要、１、事故の発生年月日、平成

27年10月９日。２、事故の発生場所、余市郡余市

町沢町６番６。３、事故の内容、町有地の立ち木

が強風により倒れ、相手方所有の倉庫の屋根を破

損させたものである。 

 以上、報告第１号につきましてご報告申し上げ

ます。 

 引き続きまして、一括上程されました報告第２

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２号につきましては、地方自治法第179条

第１項の規定により専決処分しました平成27年度

余市町一般会計補正予算（第７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７号）

の内容につきましては、一括上程されております

報告第１号 損害賠償に係る和解及び損害賠償額

の決定についてに係る損害賠償の予算計上でござ

います。なお、歳入につきましては、繰越金によ

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。 

 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27年12月14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27年11月25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７号）。 
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 平成27年度余市町の一般会計の補正予算（第７

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21万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ88億3,833万5,000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。 

 歳出からご説明申し上げます。１ページをお開

き願います。１ページ下段でございます。３、歳

出、２款総務費、１項総務管理費、12目諸費、補

正額21万6,000円、22節補償補填及び賠償金21万

6,000円につきましては、行政報告でご報告申し上

げました倉庫損傷に関する損害賠償金の計上でご

ざいます。 

 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。

このページの中段でございます。２、歳入、19款

繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額21万

6,000円、１節繰越金21万6,000円につきましては、

必要となる一般財源についての繰越金の計上でご

ざいます。 

 以上、報告第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。 

 一括議題の報告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、報告第１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、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、報告のとおり了承することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第１号 専決処分の報告について

は、報告のとおり了承されました。 

 次に、報告第２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、報告第２号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより報告第２号を採決いたします。 

 本案は、報告のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第２号 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11、議案第１号 平

成27年度余市町一般会計補正予算（第８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
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議案第１号 平成27年度余市町一般会計補正予算

（第８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、さらに北後志の救急医療体制維持のための余

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、入所児童の増加等に伴

う各保育園運営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、インフルエンザワクチ

ンの変更に伴う接種委託料の増額補正計上を行っ

たものでございます。 

 労働費におきましては、離職者等の臨時的な雇

用として冬期緊急雇用対策賃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、新規就農者受け

入れ農家報償金の増額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、補助申請の増に伴う空

き店舗等活用支援補助金の増額と余市町中小企業

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。 

 消防費におきましては、北後志消防組合におけ

る人件費の整理等に伴う負担金の増額補正計上を

行ったものでございます。 

 教育費におきましては、大川小学校の暖房機故

障に伴う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補正を計上したもので

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１億 2,649万

4,000円を既定予算に追加した予算総額は89億

6,482万9,000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８

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27年

度余市町一般会計補正予算（第８号）。 

 平成27年度余市町の一般会計の補正予算（第８

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１億2,649万4,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ89億6,482万9,000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27年12月14日提出、余市町長、嶋  保。 

 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。４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

経費の追加と減額と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
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費、補正額19万9,000円の減につきましては、人件

費の整理でございます。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

補正額1,259万5,000円の減につきましては、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。７節賃金564万円につきましては、

臨時職員に係る賃金の増額計上でございます。 

 ４目財産管理費、補正額242万6,000円、25節積

立金242万6,000円につきましては、社会福祉施設

等建設基金積立金12万1,000円、余市町の未来を担

う人づくり基金積立金220万円、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75万円、８節報償費60万円

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節需用費15万円につきましては、公

益財団法人北海道健康づくり財団からの助成を受

けて実施するすこやかロード推進事業に係るパン

フレットに係る印刷製本費の追加計上でございま

す。 

 ２款総務費、２項徴税費、１目税務総務費、補

正額663万9,000円の減につきましては、人件費の

整理でございます。 

 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225万1,000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。２款総務費、４

項選挙費、１目選挙管理委員会費、補正額８万

7,000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、５項統計調査費、１目統計調査費、

補正額５万7,000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９万4,000円の減につきましては、人件費の

整理でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総

務費、補正額2,275万1,000円につきましては、人

件費の整理でございます。 

 ６目心身障害者対策費、補正額8,490万円、20節

扶助費8,490万円につきましては、支給者決定増に

伴う更生医療給付助成費736万円、障害者福祉サー

ビス費等給付費7,227万2,000円、障害者対象増に

伴う障害児給付費526万8,000円の追加計上でござ

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2,909万4,000円、19節負担金補助及び交付

金2,899万9,000円につきましては、各保育所入所

児童数の増加に伴う運営費負担金の追加計上でご

ざいます。なお、よいち保育園が本年４月１日か

らほうりゅうじ保育園に名称を変更したことか

ら、細節を組みかえて計上してございます。23節

償還金利子及び割引料９万5,000円につきまして

は、過年度精算分として平成25年度保育所運営費

国庫負担金返還金６万3,000円、平成25年度保育所

運営費道負担金返還金３万2,000円の計上でござ

います。 

 ３目町立保育所費、補正額660万8,000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899万7,000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。19節負担金補助及び交付金1,826万

2,000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。 

 次のページをお開き願います。３目予備費、補

正額429万1,000円、13節委託料429万1,000円につ

きましては、インフルエンザワクチン変更に伴う

接種委託料の増額補正でございます。 

 ６目保健師設置費、補正額82万8,000円の減につ

きましては、人件費の整理でございます。 

 ９目後期高齢者医療費、補正額500万9,000円、

19節負担金補助及び交付金500万9,000円につきま

しては、過年度精算分に係る療養給付費負担金の

追加計上でございます。 
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 ５款労働費、１項労働諸費、１目労働諸費、補

正額45万3,000円につきましては、人件費の整理で

ございます。 

 ２目援護対策費、補正額200万6,000円、７節賃

金200万6,000円につきましては、冬期緊急雇用対

策により雇い入れる臨時職員に係る賃金の計上で

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151万9,000円の減につきましては、

人件費の整理でございます。 

 ２目農業総務費、補正額615万2,000円の減につ

きましては、人件費の整理でございます。 

 ３目農業振興費、補正額120万円、８節報償費

120万円につきましては、新規就農者受け入れ農家

報償金の追加計上でございます。 

 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、寄附に伴う備

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93万5,000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39万2,000円につきましては、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。２目商工振興費、

補正額145万8,000円、19節負担金補助及び交付金

145万8,000円につきましては、補助申請数の増加

による空き店舗等活用支援補助金67万5,000円並

びに中小企業振興事業補助金78万3,000円の追加

計上でございます。 

 ３目観光費、補正額５万円、18節備品購入費５

万円につきましては、寄附に伴う備品購入費の計

上でございます。 

 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、

補正額959万9,000円の減につきましては、人件費

の整理でございます。 

 ８款土木費、２項道路橋りょう費、２目冬期除

雪対策費、補正額336万5,000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。 

 ９款消防費、１項消防費、１目常備消防費、補

正額297万2,000円、19節負担金補助及び交付金

297万2,000円につきましては、消防職員の人件費

整理に伴う北後志消防組合負担金の追加計上でご

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353万4,000円の減につきましては、人件費

の整理でございます。 

 10款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、

補正額187万1,000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。７節賃金35万4,000円につきましては、臨

時職員に係る賃金の増額補正でございます。11節

需用費102万1,000円につきましては、大川小学校

の暖房設備の修繕費の計上でございます。 

 次のページをお開き願います。10款教育費、３

項中学校費、１目学校管理費、補正額107万6,000円

につきましては、人件費の整理でございます。 

 10款教育費、４項社会教育費、１目社会教育総

務費、補正額371万5,000円につきましては、人件

費の整理でございます。 

 ７目文化財総務費、補正額10万円、18節備品購

入費10万円につきましては、寄附に伴う備品購入

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68万

5,000円、23節償還金利子及び割引料68万5,000円

につきましては、長期債の借り入れ条件確定に伴

う追加計上でございます。 

 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。

３ページをお開き願います。３ページ上段でござ

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760万円、１節

児童福祉費負担金760万円につきましては、各保育



 

－35－ 

  

所入所児童数の増加に伴います徴収金と保育所広

域入所市町村負担金の増額補正でございます。な

お、よいち保育園が本年４月１日からほうりゅう

じ保育園に名称変更したことから、細節を組みか

えてございます。 

 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5,142万2,000円、２節児童福

祉費国庫負担金897万2,000円につきましては、各

保育所運営負担金支出の増に伴います国庫負担金

の追加計上でございます。４節身体障害者福祉施

設費国庫負担金4,245万円につきましては、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。 

 15款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負

担金、補正額2,571万1,000円、２節児童福祉費道

負担金448万6,000円につきましては、各保育所運

営負担金支出の増に伴う道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

2,122万5,000円につきましては、国庫負担金と同

様に障害者自立支援医療費の増に伴う道負担金の

追加計上でございます。 

 17款寄附金、１項寄附金、２目総務費寄附金、

補正額220万円、１節総務費寄附金220万円につき

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

外在住の工藤直樹様からの１万円、中村和哉様か

らの１万円、井上勝様からの３万円、堀野潤様か

らの１万円、井上のり子様からの１万円、このほ

か匿名を希望する156名の方々からのものでござ

います。 

 ３目民生費寄附金、補正額12万1,000円、１節民

生費寄附金12万1,000円につきましては、社会福祉

寄附金としまして北島英吉様からの10万円、余市

菊花同好会様からの２万644円でございます。 

 ５目教育費寄附金、補正額20万5,000円、１節教

育費寄附金20万5,000円につきましては、図書館図

書購入寄附金としまして及川鉄子様からの10万

円、匿名希望の方からの 5,000円、合計 10万

5,000円、文化財施設備品購入費としまして瀧澤節

子様からの10万円でございます。 

 ６目農林水産業費寄附金、補正額３万円、１節

農林水産業費寄附金３万円につきましては、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３万円でございます。 

 次のページをお開き願います。７目商工費寄附

金、補正額５万円、１節商工費寄附金５万円につ

きましては、北海道観光社交事業協会余市支部様

からの観光振興事業寄附金でございます。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

3,900万5,000円、１節繰越金3,900万5,000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、５項雑入、１目雑入、補正額15万

円、１節雑入15万円につきましては、歳出でご説

明申し上げましたすこやかロード推進事業に対す

る公益財団法人北海道健康づくり財団からの助成

金の追加計上でございます。 

 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。 

〇５番（土屋美奈子君） １点だけ、インフルエ

ンザのワクチンの変更なのですけれども、私の一

般質問と絡むのかどうかわからないのだけれど

も、ワクチンを変更した理由というか、そこら辺

の詳細な状況をお聞きしたいと思います。 

〇保健課長（須藤明彦君） ５番、土屋議員のイ

ンフルエンザのワクチンに関する質問に答弁した

いと思います。 
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 インフルエンザのワクチンにおきましては、今

まで平成26年度以前におきましてはＡ型が２種

類、それからＢ型が１種類、全体で３種類の抗原

を含むワクチンを使用してきたところでございま

す。今回の場合は、Ｂ型２種類の混合の流行が続

いておりまして、ＷＨＯも2013年から４種類のワ

クチンを使うという形に推奨しております。これ

を受けまして、日本におきましても厚生科学審議

会予防接種・ワクチン分科会の提言を受けまして、

厚生労働省は４価ワクチンの導入を検討し、平成

27年度からは４種類のワクチンを使用する経過と

なったところでございます。 

〇８番（吉田浩一君） 人件費についてお尋ねし

たいのですけれども、職員の異動に伴って増減が

あるということは、これはよくわかるのですけれ

ども、ちょっと予算書見て、あれ、どうしてなの

かなと思ったのですけれども、通勤手当ってあり

ますよね、全部の項目に。通勤手当だけが全部増

額になっているのです、どの科目も。職員が異動

するのであれば、その通勤手当だって下がるとこ

ろもあっていいのではないかなと思うのだけれど

も、全部増額されているのです。これはなぜなの

でしょうか。 

〇財政課長（山本金五君） ８番、吉田議員の人

件費なのですけれども、予算計上全体の観点のほ

うになりますので、私のほうからご答弁申し上げ

ます。 

 まず、人件費につきましては、どうしても新年

度予算では４月１日現在の見込み職員数、１月１

日に在籍する職員をベースに退職等の分が計上す

ることになります。ただ、臨時職員ですとか嘱託

職員につきましては、これは当初の段階から採用

計画があるわけではございません。したがいまし

て、それらの職員に関する部分につきましては、

採用になったその後、居住する場所から勤務する

場所のその距離によってそれぞれ額が異なりま

す。また、公共交通機関を使いますと、それに伴

うバス定期代ですとかそのような形で、職員が決

定してから額が決定するものでございます。した

がいまして、各項目当初予算段階での通勤手当に

つきましては、一般職はほぼ、それと嘱託職員に

つきましても見越せるものにつきましては見越せ

るところでございますが、大方の臨時職員、嘱託

職員については４月１日の採用決定後ということ

で、今回の全額の予算計上となってございます。

したがいまして、当初段階の見込みと実際の職員

採用、それから採用になった者の居住地から勤務

地までの距離によってそれぞれ変わるといった内

容でございますので、ご理解願いたいと存じます。 

〇８番（吉田浩一君） 説明としてはわかったの

だけれども、それでは臨時だとか緊急的に雇用し

ている人に対して、その人が今もいればあれなの

でしょうけれども、例えば雇用期間が定まってい

るよとかというふうになったときには、それは当

初見ていないから払わなかったということなので

すか。その人がずっといるのだったらいいです。

退職したとかと事前にもうやめているよというの

であれば、今回この補正前に退職した人には払っ

ていないということになるのですか。その辺がよ

くわからない。もう一回お願いします。 

〇財政課長（山本金五君） ８番、吉田議員から

の再度のご質問、職員手当の予算計上に対する考

え方かと存じます。 

 まず、賃金に関しましては、４月の組織を見た

中でそれぞれ計上するところでございます。ただ、

採用する職員については、４月１日以降の採用と

なることから、そこにつきましては実際に当初予

算では通勤手当を見ることは数値が確定していな

いことから計上していないところでございます。

ただ、４月１日、月の初めに在職する職員につき

ましては、条例、規則に基づいて通勤手当は支給

しなければなりません。したがいまして、全体の

手当の枠の中で支給いたしまして、しかるべき時

期、人件費の整理する時期をもちまして、今回で
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あればこの12月にそれらの数値の確定額を見越し

た中で予算計上させていただいているところでご

ざいますので、ご理解願いたいと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第１号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号 平成27年度余市町一般会

計補正予算（第８号）は、原案のとおり可決され

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１１時０６分 

                              

再開 午前１１時１６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12、議案第２号 平

成27年度余市町国民健康保険特別会計補正予算

（第２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27年度余市町国民健康保険

特別会計補正予算（第２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、後期高

齢者支援金並びに前期高齢者納付金の不足見込み

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

る第三者納付金の追加補正を行い、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２号 平成27年度余市町国民健康保険特

別会計補正予算（第２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に歳入歳出それぞ

れ53万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ33億4,153万6,000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27年12月14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、２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被

保険者療養給付費、補正額ゼロ円につきましては、

その他の特定財源と一般財源との組みかえを行っ

たものでございます。 

 ３款後期高齢者支援金等、１項後期高齢者支援

金等、１目後期高齢者支援金、補正額48万9,000円、

19節負担金補助及び交付金48万9,000円につきま

しては、後期高齢者医療広域連合に対する現役世

代からの支援金の追加補正でございます。 

 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４万7,000円、

19節負担金補助及び交付金４万7,000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
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納付金の追加補正でございます。 

 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、11款諸収入、

３項雑入、１目一般被保険者第三者納付金、補正

額53万6,000円、１節第三者納付金53万6,000円に

つきましては、一般被保険者に係る第三者納付金

に係る納付金の追加補正をいたすものでございま

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、ご決定賜り

ますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第２号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号 平成27年度余市町国民健

康保険特別会計補正予算（第２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３号 平

成27年度余市町公共下水道特別会計補正予算（第

２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３号 平成27年度余市町公共下水道

特別会計補正予算（第２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異動に伴う人

件費の増額補正と下水道受益者負担金の前納報奨

金の補正計上を行うものであります。 

 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３号を朗読し、ご説明申し上げま

す。 

 議案第３号 平成27年度余市町公共下水道特別

会計補正予算（第２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に歳入歳出それぞ

れ87万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ12億5,585万1,000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27年12月14日提出、余市町長、嶋  保。 

 歳出よりご説明申し上げますので、３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87万2,000円、

２節給料28万3,000円の増、３節職員手当54万

4,000円の増につきましては、人事異動に伴う人件

費の補正であります。８節報償費４万5,000円につ

きましては、平成27年度賦課下水道受益者負担金

に係る５年分一括納付額が見込みより増加したこ

とによる受益者負担金前納報奨金の増額補正であ
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ります。 

 次に、歳入についてご説明申し上げますので、

２ページの下段をごらん願います。２、歳入、５

款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額87万

2,000円、１節繰越金87万2,000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。 

 以上、議案第３号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議、ご決定

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27年度余市町公共下

水道特別会計補正予算（第２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４号 平

成27年度余市町水道事業会計補正予算（第２号）

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇水道課長（久保 宏君） ただいま上程されま

した議案第４号 平成27年度余市町水道事業会計

補正予算（第２号）につきまして、その提案理由

をご説明申し上げます。 

 このたび補正いたします内容につきましては、

収益的支出、営業費用につきまして本年４月の人

事異動に伴う人件費の増額補正、また営業外費用、

支払利息につきましては、平成26年度に借り入れ

を行いました企業債にかかわる元利償還金の確定

により所要の減額措置を行うものでございます。 

 また、資本的収入、企業債につきましては、本

年度より企業債の元金償還額の増加により減価償

却費との差額が発生し、今後においても構造的に

資金不足が生じることが見込まれるため、その差

額を解消するための措置といたしまして資本費平

準化債の借り入れを行うものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第４号 平成27年度余市町水道事業会計補

正予算（第２号）。 

 第１条 平成27年度余市町水道事業会計の補正

予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 第２条 予算第３条に定めた収益的支出の予定

額を次のとおり補正する。 

 支出、科目、第１款水道事業費用、既決予定額

７億1,659万4,000円、補正予定額460万8,000円、

計７億2,120万2,000円。 

 第１項営業費用、既決予定額５億6,689万円、補

正予定額495万3,000円、計５億7,184万3,000円。 

 第２項営業外費用、既決予定額１億4,860万

4,000円、補正予定額34万5,000円の減、計１億

4,825万9,000円。 

 第３条 予算第４条本文括弧書中、資本的収入

額が資本的支出額に対し不足する額「３億3,716万

8,000円」を「２億9,716万8,000円」に改め、当年

度分損益勘定留保資金「１億5,381万6,000円」を
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「１億1,381万6,000円」に改め、資本的収入の予

定額を次のとおり補正する。 

 収入、科目、第１款資本的収入、既決予定額

1,881万8,000円、補正予定額4,000万円、計5,881万

8,000円。 

 第２項企業債、既決予定額ゼロ円、補正予定額

4,000万円、計4,000万円。 

 第４条 予算第８条を予算第９条とし、予算第

７条を予算第８条とし、予算第６条に定めた経費

の金額のうち、（１）職員給与費「１億2,114万

5,000円」を「１億2,580万4,000円」に改め、同条

を予算第７条とし、予算第５条を予算第６条とし、

予算第４条の次に次の１条を加える。 

 （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、資本費平準化債、限度額4,000万円、

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。 

 平成27年12月14日提出、余市町長、嶋  保。 

 次に、平成27年度余市町水道事業会計実施計画

についてご説明申し上げます。１ページでござい

ます。平成27年度余市町水道事業会計実施計画、

収益的収入及び支出、支出、補正額のみ申し上げ

ます。１款水道事業費用、補正額460万8,000円、

１項営業費用、補正額495万3,000円、３目総係費

495万3,000円につきましては、本年４月の人事異

動に伴う人件費の増額補正計上でございます。 

 ２項営業外費用、補正額34万5,000円の減、１目

支払利息34万5,000円の減につきましては、平成

26年度借り入れ分企業債にかかわる支払利息の確

定に伴う減額補正でございます。 

 資本的収入及び支出、収入、１款資本的収入、

補正額4,000万円、２項企業債、補正額4,000万円、

１目企業債4,000万円につきましては、本年度より

企業債の元金償還額の増加により減価償却費との

差額が発生し、今後においても構造的に資金不足

が生じることが見込まれるため、その差額を解消

するための措置として資本費平準化債の借り入れ

を行うものでございます。 

 以上、議案第４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） さきの決算委員会で言っ

たとおりになった、基本的に。水道会計は、もう

右にも左にも金繰りができないという状態にある

ということはさきの決算委員会で言った。それで、

結局金を借りないとやりくりできない。いわゆる

減価償却費では賄い切れない、資本収支の補填財

源も不足するということで、結局こういう格好に

なってくる。 

 それで、ここで聞きたいのは、この後この形を

ずっと踏襲していくのかということ。金がなけれ

ば常に平準化債を借りて、そこを乗り切るという

考え方しているのか、その辺まず聞きたいなと思

った。 

 それと、もう一つは、起債の目的、限度額と、

こういうふうになっているのだけれども、本来企

業債というのは事業を行うためのものだから、こ

の金というのは一般会計と照らし合わせれば一般

会計の臨時対策債、いわゆる臨対債だから。そう

いう形の中で考えていこうとするのか、それとも

根本的に会計を見直して早急に解決していく道を
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とるのか、そこをちょっと聞きたいと思うのです。 

 それと、この起債の内容をもう少し細かく説明

していただきたい。例えば利率５％以内となって

いる。これはこれでいいのだけれども、本当の実

際はどのぐらいの金額なのか。それから、償還年

数も30年以内となっているけれども、30年まで延

ばしていく形がいいのか、悪いのかというのもあ

るし、その辺説明願いたい。 

〇水道課長（久保 宏君） ２番、吉田議員から

のご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、１点目の資本費平準化債ということで、

今後これずっと借り続けるつもりなのかというご

質問だったと思うのですけれども、現状余市川浄

水場を借り入れしたのは平成20年ということで、

その際におおむね20億円程度の企業債を借り入れ

してございます。それで、その元金償還の始まっ

たのが平成27年からということで、平成27年から

今後５年、６年間が企業債の最大のピークと現在

のところ捉えてございます。それで、今後の推移

といたしまして、平成32年、３年くらいから緩や

かに企業債の償還が減少してくるという傾向を捉

えてございますので、現在のところはここ５年間

くらいがどうしても資金不足に陥るという懸念が

ございますので、その間は資本費平準化債の借り

入れを現在のところ見込んでいるという状況でご

ざいます。 

 それと、２点目の通常であれば企業債というの

は、議員ご指摘のとおり、建設改良費に充てると

いうことで借り入れするものでございますが、今

回の企業債につきましてはあくまで資金不足とい

う、議員ご指摘のとおり減価償却費で本来は企業

債の元金を賄うというのが水道事業会計の資金繰

りのやり方なのですが、平成27年を境に減価償却

費の額と企業債の元金の額が乖離が生じておりま

して、企業債の元金のほうが減価償却費を上回っ

ているという状況にございますので、そういった

ことを見ますと通常の起債とは性質の異なる企業

債ということで捉えてございます。 

 それと、３点目の企業債の利率ですとか償還期

限の関係でございますが、予算上は利率につきま

しては５％以内ということで定めさせていただい

てございますが、現行直近の平成26年度の借り入

れ分で申しますと、政府資金の借り入れ利率が

1.4％程度で今は推移してございますので、今後借

り入れる時点の利率につきましては、現在のとこ

ろそれと同程度の利率ではないかなということで

捉えてございます。 

 それと、償還期限につきましては、通常の水道

事業債の30年ということで予算上は計上させてい

ただいてございますが、現在のところはおおむね

20年程度の借り入れ期間ということで考えてござ

いますので、ご理解をいただきたいと存じます。 

〇２番（吉田 豊君） 説明はわかったのだけれ

ども、今この金4,000万円企業債で借り入れるのは

いいけれども、これ雪だるま式にふえていく。減

価償却費と企業債の元金償還金は逆転している現

象なのだから。今これだけ金繰り必要だから

4,000万円借りるよといっても、来年また同じよう

な現象になるのだから。それで、4,000万円は借金

で残るのだから。そしたら、雪だるま式にふえて

いくから、やり方は３つあると決算委員会のとき

もはっきり言った。だけれども、今の答弁では資

本費平準化債で対応していくのだというような答

弁だけれども、何らかの結論出さないと、平準化

債だけで対応していくという手法もあるし、料金

の見直しと平準化債の組み合わせでやるという方

法もあるし、思いきり料金を見直すという方法も

あるし、組み合わせは３通りあるのだから。３通

りあるということはどういうことかというと、こ

れからのことを考えたら一気に改正して後にツケ

を残さないという方法もあるし、だけれども水道

事業というのはみんな地域の人で公平に負担して

もらうということであれば少し値上げして、あと

は資本費平準化債をもってそこを対応して我慢し
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ていくという方法もあるし、今みたく企業債を発

行して、それで後年度の部分もみんなで平等に負

担していくというやり方もある。だから、行政は

その３つの選択のどれかをとらなければだめなの

だ。だけれども、今は一番最初に言った企業債、

平準化債を借りてここを乗り切ろうとしているの

は、この予算書は間違ってはいないのだけれども、

新年度の形になったらそうはいかないと思う。そ

の形だけはきちんと覚えておいてほしいなと思

う。それでなかったら一挙にいってしまうから。

計算すればわかるのだから。貸借対照表も損益計

算書もみんな見ているのだから。何ぼ足りなくな

るということは、みんな計算しているからわかる

のだ。だから、こういうふうにはならないよと。

雪だるま式になっていくよと、このやり方は。そ

して、あと五、六年かかるのだから。五、六年か

かるのをこれだけの形で乗り切ろうとするのは絶

対無理かかるので、その辺これから予算書とかい

ろいろなものつくるのだろうけれども、そこまで

にはきちんと整理しておいていただきたいなと、

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27年度余市町水道事

業会計補正予算（第２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11号 余

市町教育委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（嶋  保君） ただいま上程になりまし

た議案第11号 余市町教育委員会委員の任命につ

き同意を求めることについて、提案理由のご説明

を申し上げます。 

 本町教育委員会委員でございます坂本誠一氏の

任期が平成27年12月15日をもって満了となります

ことから、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第４条第２項の規定に基づき、本定例会に任

命同意のご提案を申し上げる次第でございます。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４

条第２項には、委員は当該地方公共団体の長の被

選挙権を有する者で、人格が高潔で教育、学術及

び文化に関し識見を有する者のうちから、地方公

共団体の長が議会の同意を得て任命すると規定さ

れておりますことから、このたび議員皆様のお手

元に配付してございます余市郡余市町富沢町５丁

目65番地、平田進氏を余市町教育委員会委員とし

てご同意賜りたく、ご提案を申し上げる次第でご

ざいます。 

 平田進氏の職歴等を申し上げます。本籍、現住

所とも北海道余市郡余市町富沢町５丁目65番地、

生年月日は昭和24年９月20日生まれでございま

す。職歴としては、昭和43年４月に北海信用金庫

に入庫され、平成15年６月に常勤理事に就任、平

成22年６月には常務理事に就任、平成24年６月に

常務理事代表理事に就任されており、平成25年６
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月に退任され、現在に至っております。 

 以上、職歴等を申し上げましたが、余市町教育

委員会委員として最も適任であると判断いたし、

ご同意を賜りたく、ここにご提案申し上げる次第

でございます。 

 それでは、お手元に配付いたしてございます議

案を朗読申し上げます。 

 議案第11号 余市町教育委員会委員の任命につ

き同意を求めることについて。 

 余市町教育委員会委員に次の者を任命いたした

いので、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第２項の規定により議会の同意を求め

る。 

 平成27年12月14日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをごらん願います。記、住所、余市郡

余市町富沢町５丁目65番地。氏名、平田進。生年

月日、昭和24年９月20日生まれ。 

 以上、議案第11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。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第11号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第11号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第11号 余市町教育委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、原案の

とおり同意可決されました。 

 諸会議の開催、昼食を含め、１時30分まで休憩

いたします。 

休憩 午前１１時４９分 

                              

再開 午後 １時３０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16、一般質問を行

います。 

 順次発言を許します。 

 発言順位１番、議席番号８番、吉田議員の発言

を許します。 

〇８番（吉田浩一君） 平成27年第４回定例会開

催に当たり、さきに通告の一般質問２件を行いま

す。町長におかれましては、答弁のほうよろしく

お願いいたします。 

 １点目であります。余市町の指定金融機関につ

いてを質問いたします。過日札幌信用金庫、小樽

信用金庫と余市に本店を持つ北海信用金庫との合

併報道がされました。聞き及ぶ範囲として数年後

に３金庫の統合がされ、本店も移動するであろう

ということであります。 

 さて、余市町の指定金融機関としては、昭和38年

11月の議会審議を経て北海道拓殖銀行が指定さ

れ、昭和39年１月より契約がされ、以後年度がわ

りに契約更新が取り交わされることとなっていま

した。昭和52年２月の議会に当時の小柄町長によ

り指定金融機関の変更の議案が提案され、中身と

しては北海道拓殖銀行から北海信用金庫に変更す
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るという内容であり、審議結果としては全会一致

をもって原案のとおりに可決され、現在に至って

いると議事録には明記されております。 

 さて、現在の金融業界の再編は目まぐるしく、

北海信用金庫の合併についても常々うわさとして

言われてはおりましたが、これが現実となるに至

り、余市町としても今後指定金融機関については

どういう考え方を持って指定をしていくのかとい

うことも問われる時代となってきました。北海道

拓殖銀行から北海信用金庫に変更したときの事由

としては、昭和38年当時は為替業務の関係で信用

金庫以外との行政指導があったようですが、以後

規制措置も変わり、また北海信用金庫の創立から

の歴史についても説明されております。このとき

の指定金融機関の条件としては、全部で４点が挙

げられておりますが、ことしは新しい社屋を建設

するなどとの記述、さらには本店という言葉も数

カ所に記述されておりました。つまり北海道拓殖

銀行から北海信用金庫にかわった理由としては、

地域に密着した、また本店を有することがその背

景にあったものと推測されます。 

 以下質問でありますが、余市町としては北海信

用金庫からこの合併の話についてはどのような内

容で伝えられているのか。特に合併時期と合併後

の本店については、どのように伝えられているの

か。 

 現在の指定金融機関の契約期間については、ど

のような取り決めとなっているのか。 

 余市町が指定金融機関の条件として何が必要と

考えているのか。 

 合併後における町内への影響については、どの

ように考えておられるのか。 

 ２点目であります。国勢調査についてでありま

す。５年に１度各自治体を調べる国勢調査が本年

実施され、過日その調査期間としては終了してお

ります。今回の調査においては、新たにインター

ネットによる回答が導入される等、以前と比較し

てよりスムーズに調査が進んだこともあって、前

回と比べればさほど話題に上がらなかったのでは

ないかと感じております。 

 さて、自治体から見た場合、国勢調査における

人口数は今後５年にわたる交付税の基礎数値にな

ること、また住民基本台帳ではなく実数のカウン

トがされることから、その調査の仕方を含め調査

員に対しての指導が重要であったと感じておりま

す。特に今余市町内においては、高速道路や新国

道トンネル関係の工事関係者の方がかなりの数が

民間アパート等を利用し、寝起きしており、工事

に携わっていると推測しております。また、１次

産業や加工工場関係に従事される方もそれなりの

数がいると思われ、外国人研修者は住民基本台帳

に掲載されるのでしょうが、されていない方がい

るのかどうかはわかりませんが、住民基本台帳に

は載らない居住者が多数いるのではないかと考え

られ、当然国勢調査はこの方々もカウントされ、

そして交付税の対象となり得ます。現在余市町の

住民基本台帳上の数値としては１万9,900人台と

なっておりますし、また過去の国勢調査の数値は

その時々の住民基本台帳との誤差は若干国勢調査

の数値が低くなる傾向ですが、今回は工事関係者

の方々もいることからふえる可能性も否定できな

いと考えております。 

 今回の調査においては、調査員は何名採用した

のか。 

 調査員への説明会並びに注意事項は何をやった

のか。 

 調査員への説明会には役場として誰が説明をし

たのか。 

 調査においては、回収とネットの両方があった

と思われますが、どのように確認したのか。また、

それぞれの回収率としてはどうだったのか。 

 住民票がない方はどのように調査をしたのか。 

 交付税算定に当たり、２万人台と１万9,000人台

との違いはあるのかどうか。 
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 以上、質問いたします。よろしくお願いいたし

ます。 

〇町長（嶋  保君） ８番、吉田議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 初めに、本町の指定金融機関であります北海信

用金庫と札幌信用金庫、小樽信用金庫の３金庫の

合併についての内容でございますが、合併期日に

つきましては平成30年１月を目途とするもので、

合併の方法は対等合併であります。合併後の本店

は札幌信用金庫とし、北海信用金庫、小樽信用金

庫の現在の本店に事業本部を置くことなどの基本

合意を見たというもので、今後合併準備委員会が

設けられ、具体的な協議が進められると伺ってい

るところでございます。 

 次に、現在の指定金融機関の契約期間等に関す

る質問でございますが、昭和54年２月に指定金融

機関の指定について議会の議決をいただき、同年

４月１日より北海信用金庫との間で余市町の指定

金融機関に関する事務の取り扱いについて契約が

締結されたものであり、契約の有効期間は昭和

54年４月１日から昭和55年３月31日までの１年間

となっており、以降契約期間の満了１カ月前まで

に双方から何らかの意思表示がない場合の契約更

新の条項が盛り込まれており、今日に至っている

ところでございます。 

 次に、指定金融機関の条件として何が必要と考

えているかとのご質問でございますが、地方自治

法では指定金融機関となり得る金融機関の範囲に

ついては特に制限を加えておらず、形式的には金

融機関の名に値するもの全てが指定の対象となり

得るもので、自治体の出納事務が十分に効用を発

揮するためのものでなければならず、公金取り扱

いの効率的運営と安全が図られる金融機関である

ことが必要と考えておりますので、ご理解を願い

たいと存じます。 

 続きまして、合併後における町内への影響につ

いてのご質問でございますが、３金庫の合併合意

は将来への強固な経営基盤構築を目指したもの

で、地域経済の活性化と地方創生に大きな貢献を

果たしていくためのものとされておりますが、本

町から金融機関の本店がなくなることに伴い、職

員数の減少や人口減、町税収入の減といった影響、

さらには町内中小企業者へのきめ細かな支援体制

の確保などについても懸念されるところであり、

今後の合併準備の動向を注視してまいりたいと考

えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 次に、２点目の国勢調査についてのご質問に答

弁申し上げます。ご案内のとおり、国勢調査は我

が国の人口及び世帯の状況を中心とした実態等を

把握し、国民生活に密接にかかわる各種行政施策

の立案とその遂行に必要な基礎資料を得るため、

統計法に基づき５年ごとに行われる統計調査であ

り、大正９年に第１回調査が行われて以来今回で

20回目となっており、世帯員の数、現在の住居に

おける居住期間など17項目について調査を実施し

たところでございます。 

 初めに、調査における調査員の採用人数につい

てのご問題でございますが、平成27年の国勢調査

では全国で約70万人の調査員が総務大臣から任命

されておりますが、本町においては町広報、ホー

ムページにより周知を行い、一般公募者や前回調

査の経験者からの選考により124名の方々に調査

員をお願いしているところでございます。 

 続いて、調査員への説明会並びに注意事項につ

いてでございますが、調査員への説明会は９月１

日から９月９日までの期間で７回に分けて実施し

ており、説明会の内容といたしましては、総務省

統計局より配付されてございます平成27年国勢調

査、調査の手引により調査員としての心得や調査

の方法と留意点等につきまして説明を行い、注意

事項といたしまして今回の調査から実施されてお

りますインターネット回答による取り扱いや調査

の対象となる人、世帯を漏れなく、重複なく捉え

ること、さらには調査の際の世帯のプライバシー
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の保護等に関して説明を行ってございます。 

 続いて、説明会での説明員についてでございま

すが、平成27年国勢調査の実施に当たり、総合的

かつ効率的な調査の実施体制を整え、調査の万全

を期すため平成27年７月27日付で平成27年国勢調

査余市町実施本部を設置してございますが、説明

員につきましては、平成27年国勢調査余市町実施

本部設置要綱に基づく実施本部の事務局員である

総務部地域協働推進課の職員が説明を行ってござ

います。 

 調査における回収率でございますが、調査員が

受け持ち調査区内を巡回し、作成しました調査世

帯一覧に基づき、現在も集計作業中ではございま

すが、約8,700世帯に対しましてインターネットに

よる回答につきましては約2,100世帯で約24％、郵

便による回答につきましては約3,800世帯で約

44％となっており、調査員の直接回収による回収

率につきましては約2,800世帯で約32％となって

ございます。 

 住民票がない方の調査についてでございます

が、本町に住民票がない方につきましても調査員

による事前調査において受け持ち調査区内の巡回

による住宅や建物などの把握状況により居住が確

認された方については調査票を配付し、対象者と

して調査を実施してございます。なお、現在にお

きましても数値確定に向け、調査書類の点検等を

中心に確認作業を行っているところでございま

す。 

 交付税算定に当たり２万人台と１万9,000人台

との違いについてでございますが、地方交付税の

算定に当たり主に人口を測定単位とする費目での

段階補正において影響があるところでございま

す。ご質問の２万人を割った場合の影響につきま

しては、現行制度のもとでは費目により段階補正

後の数値がプラスに作用する場合とマイナスに作

用する場合がございますので、ご理解をお願いい

たします。 

〇８番（吉田浩一君） ちょっと質問の仕方が悪

かったのかなと思ったのですけれども、まず指定

金融機関です。町長は、指定金融機関は今のまま

でいくという考え方なのですか、それとも検討と

いうか、場合によってはかえる必要があるという

ふうに考えておられるのか。そこを一番聞きたい

のです。 

 答弁としてそうなのかと思ったのが契約期間と

いうのは一応１年なのですね。双方どちらかがう

まくないよということであれば、１カ月前であれ

ばかえるということも可能だという答弁だったの

ですけれども、さてこれはいかがなのかなと思っ

ているのです。そういう取り決めは取り決めでい

いです。ただ、現実的に１カ月前に言ったからと

いって、ちょっとあれだからかえますからと言っ

て、それでは１カ月ぐらいで準備等ができるのか

といえばそうではないのだろうけれども、その辺

は答弁聞いて非常にどうなのかなというふうな気

がいたしております。 

 それで、通告した内容にあるとおり、本店があ

るから拓銀から北海信用金庫に移したのです。そ

うは書いていないです。そうは書いていないので

す。議事録見てもそうは書いていないのです。だ

けれども、議事録を見たら本店という言葉が何カ

所か出ているものだから、そして社屋も新しくし

たよと。本店がここだよということ、そういうの

があって私は拓銀から信金に移したのでないのか

なと思っているのです。であれば、今回合併とし

ては対等合併なのだろうけれども、本店は札幌に

行きますよと。事業本部だけですよということな

のだけれども、町長この話来たときに、はい、そ

うですかとただ聞いて終わりだったのですか。私

としては、それはいかがかなと。話としてはわか

ります。まして向こうからそういうふうな話で、

本店移しますからと聞いて、それでどうのこうの

こちら側が言えるあれではないのだけれども、余

市の町長として、できないのは承知だけれども、
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本店は何とか余市に置いてくださいだとか、そう

いう言い方ってしなかったのですか。ただ聞いて、

はい、そうですかで帰ってしまったのですか。そ

れは私はないと思うのです。その辺はどうなのか。 

 合併後における町内の影響については、職員数

が減ったら当然所得税とかその辺の税収が減って

くるというのはわかるのですけれども、事業税だ

とか固定資産税というのは減らないのですか。事

業税は道税だから、町に直接関係ないのかなと思

うし、固定資産税に関してはどうなのですか。こ

れは信金法か何かの特例があって、免除されてい

るのかどうか。この辺もわからないのですけれど

も、いろいろな意味で本店が移動するということ

はやっぱり地域にとっては非常に大きいことだ

し、それに対して町長としてどういうふうに思っ

ているのか。それと、それにあわせて当然指定金

融機関ということをどうしていくのか。今までど

おりこのままでいくというのだったら、そういう

ふうに答弁してもらいたいですし、合併後考える

というのだったら考えればいいし、そういう答弁

をちゃんといただきたいなと思います。 

 次、国勢調査のほうです。私の聞いている範囲

なのですけれども、一度も国勢調査の書類が来て

いないという方がいるのです。今回どういうふう

なあれをしたのかというのがよくわからないので

すけれども、最初に訪問してきたときに何か書類

を置いてきて、その中にインターネットで回答済

んだやつはこちらに下さいとかというふうにただ

そういうあれだったのかというのもあるのでしょ

うけれども、とにかく１回目の書類自体が何も来

ていないよというところが何件かあったようで

す。 

 要は国勢調査なのですから、くまなく住民票が

あろうが、なかろうが調査に歩かなければならな

いはずなのです。提出質問にもあるとおり、民間

のアパートを借り上げているというところもある

し、工事現場では独自でそれこそプレハブ宿舎を

つくって、そこに住んでいる方もいます。そうい

うところもくまなく行っているのですか。どうも

行っているような節がよくわからないと。このと

き調査員に対する説明は職員がしたということ

で、課長がしているわけでないですよね。特に国

勢調査の場合は、一にも二にも人数のはずですか

ら。住民票に載っていない人を幾ら拾ってくるか

によって、それが一番大事なことではないかなと

思うのです。今余市町は２万人をちょっと割るぐ

らいの人数ですから、これで２万人と１万9,000人

台とではどうなのかといったら、プラス要素とマ

イナス要素があるという答弁だったのだけれど

も、人口２万人台ですよということと１万9,000人

台ですよというのではやっぱり印象として違うと

思うのです。その辺をきちんと町として指示をし

たのですか。何とか２万人確保できるように探し

てこいと。そういう考え方があってもよかったの

ではないかなと思うのだけれども、町長としてそ

の辺どういうふうな指示を出されたのか。その辺

の町長の考え方もお聞きしたいですし、ネットで

回収した、郵送で回収したというその確認という

のはどういうふうにしたのですか、最終的に。ネ

ットで回収したらそれきりなのですよね。私もネ

ットで回答したほうなのだけれども、その後から

来て、回答してくれましたかという、そういうあ

れもなかったし。であれば、ネットで回答しよう

としたけれども、結局していないよという人もい

るのでないかなと思うのです。回収率はいろいろ

聞いて、計算したら100％になるのだけれども、そ

の分きちんと当初調査した数と回答数というのは

合っているのですか。この辺もあわせてもう一回

お尋ねいたします。 

〇町長（嶋  保君） ８番、吉田議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、指定金の関係でございます。まず、１問

目、今のままなのか、かえる気なのかというご質

問でございます。私は、今のところは30年を目途
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に今の状況でございます。そういった中で、今大

きな不都合等ができているわけではございません

ので、今の時点でかえるという考えはございませ

ん。しかし、これらにつきましては、全てずっと

これが今こうだからこうだという部分ではござい

ませんで、その時々でよりよい部分というのは必

ず模索していかなければならない。変更というの

は未来永劫ないのかと言われれば、それはいろい

ろな中での部分としてはあり得ない話ではないと

いうふうに一般論として思っているところでござ

います。 

 それから、本店があるからという中での部分の

吉田議員の認識でございます。私は、そういった

部分もあるのかなとは思っておりますが、議会議

決の中で本店があるからこうなったというふうに

はそこまで私は勉強不足等も含めて認識は違うと

ころでございます。何よりも拓銀から変更になっ

た部分につきましては、公金取り扱いの効率的運

営と安全が北海信金が一番図られるという中で、

そういった議決になったというふうに認識してい

るところでございます。 

 それと、報告があったとき、はい、そうですか

と聞いたのかと、何でだめだと言わなかったとい

うような部分でございます。これは、信金として

全て合意をなされた中で、余市町としてだめです

よというふうには私はならないと思います。そこ

で申し上げたのは、いろいろな中でのきめ細かな

融資等も懸念されますと。そしてまた、本店機能

が集約されるのがこういった中では当然のことで

ございますので、そういった中ではしっかりとそ

のあたりも含めてきめ細かな融資と、そして本店

機能なり、人口の部分をしっかり残していただき

たいという要望は申し上げましたが、この中で私

は余市町として反対するというふうには申し上げ

はいたしませんでした。 

 そしてまた、固定資産税の部分でございます。

これにつきましては、議員ご指摘のとおり、固定

資産税については信用金庫の細かい話はあれなの

ですけれども、非課税になっている部分、信用金

庫の業務に要する部分につきましては非課税の部

分がほとんどだというふうに認識してございます

ので、逆にあり得る話としては例えば本来業務の

用に供しない部分が出てきたとすれば、例えばの

話テナントとして貸したとすれば、そういった部

分は課税せざるを得ないという部分があり得るか

なという、一般論の税法の解釈としてそれはどう

なのかという部分で、今の固定資産税については、

信用金庫の本来の用に供している部分につきまし

ては非課税だというふうに認識してございます。 

 それと、国勢調査の部分でございます。これに

つきましては、１つとしてまず最初に申し上げて

おかなければならない部分は、いろいろご心配い

ただいてございますが、今まだこういった計数、

そしてまた人口、世帯の確認作業をしているとい

う部分が大きなところでございます。そういった

中で、議員ご指摘のとおり、工事の部分だとかそ

ういった中での若干行き届いていかない部分があ

ったというものは私も認識をしてございます。一

般論としてこの説明会等で説明してございます

が、議員おっしゃるとおり、今余市町は高速道路

の関係、そして国道のトンネルの関係等で今まで

の国勢調査と違うような状況、プレハブだとかい

ろいろな工事関係者が出ているという部分もござ

いますので、そういった部分もう少し説明におい

て、一般論としての例えば居住地３カ月どうのこ

うのだとかそういう形はもちろん手引に沿って申

し上げておりますが、私どもの今の置かれている

余市町の実態に即した面での説明がもう少しあっ

てもよかったのかなというふうに思っているとこ

ろでございます。 

 そういった中で、説明員につきまして職員と課

長の違いとおっしゃいましたが、そこは課長がや

るのか、説明員がやってもそのあたりしっかりや

ってございますが、その内容につきまして余市町
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の実態に即した、一般的な手引だけではなくて、

もっとそのあたりの部分もあってしかるべきだっ

たなというふうに思っているところでございま

す。そういった中で、最初に答弁申し上げました

が、それらを含めて今いろいろな確認作業をして

いるというところでございますので、ご理解を賜

りたいと存じます。 

 また、ネットの部分でございます。インターネ

ット回収、当初の私自身思っていたよりもかなり

多かったなというふうにも思ってございますが、

それらにつきましてはＬＧＷＡＮ、いわゆる行政

専用の総合行政ネットワークの回線によって、こ

れの接続によりましてどうだったのかというのを

個々にネットで提出していると。それをＬＧＷＡ

Ｎを通して私どもも確認しているという部分でご

ざいまして、ただ町民の皆さんがネットでやって、

そこだけで確認ができないかという部分ではござ

いません。それをＬＧＷＡＮで私どももいろいろ

な中で回答状況の把握を行って、前段申し上げま

したとおり、いろいろな部分につきまして再調査、

さらには修正等の作業を進めているところでござ

います。 

〇８番（吉田浩一君） まず、指定金融機関のほ

うです。町長の考えとしては、今のところはその

まま北海信金でいくという考え方を示されまし

た。それは未来永劫ではないし、その時々に不都

合があればそのときに考えたいと、そういう答弁

でした。 

 合併が決まったときに、それが全部決まった中

で余市町に報告に来たので、町としてはそれを今

さらどうのこうの、変更してくださいというふう

にも言えなかったということはわかるのだけれど

も、では最初の答弁で本店は移動するけれども、

本部機能は残すというふうな答弁されました。で

は、その本部機能って一体どういうあれなのです

か、本部機能というのは。とりあえず信金の本店

が移動することによって、固定資産も現状では信

金法の関係でないよと。だから、これが本店が移

動したからといったって、信金は信金なのだから、

そこのところで固定資産の増減はないよというこ

とです。法人税等も道税ですから、余市町に直接

関係ないよと。だけれども、影響あるとすれば中

小企業に対していろいろな影響があるのではない

のかというふうな懸念がされているけれども、町

としてはその辺を配慮してくださいと。一連の流

れとしてはそういうことなのでしょうけれども、

北海信用金庫がなくなるということで、町指定金

融機関もそうでしょうけれども、余市町の住民の

特に会社等を経営されている方は、いろいろな意

味で影響があるのではないかということは懸念さ

れている事項であって、やはりここの部分をどう

いうふうに回収していくのかというのが余市町の

責任でもあるし、逆に指定金融機関ということの

責務ではないかなと私は思うのです。ですから、

こういう部分でどういうふうに町長考えているの

かというところの考え方をもう一回お尋ねしたい

なと思います。 

 それと、これはこういうところで言っていいの

かどうかわからないですし、これは特別答弁を求

めたいとは思わないのですけれども、税収では何

も影響ない、それこそ道税も入ってこない、もと

もと固定資産も入っていないよというのであれ

ば、逆に信金の部署というところが本部機能とい

うのがどういう機能になるのかわからないけれど

も、間違いなく人員配置も含めて本店よりは少な

くなるのでないのかなと予想されるのです。そし

たら、あそこのビルというのが今７階建てですか。

ああいうビルがあそこにあるのだけれども、例え

ばあそこのところに余市町が引っ越すだとか、そ

ういう考え方もあっていいのでないのかなと思う

ので、それは平成30年以後ということになるのか

もしれないけれども、その辺もうちょっと考え方

を持っていただければ、中心市街地の活性化だと

かそういうことにもつながるのでないのかなとい
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うふうに考えております。 

 国勢調査のほうです。今随時精査中ということ

であります。町長の考え方というのもわかりまし

た。ただ、説明したのが課長が行かなかったから

悪いとは言わないけれども、課長はそのときに行

ったのですか、その説明会に。ちゃんと全部出た

のですか、責任者として。その辺は、説明は担当

者がしてもいいと思うのだけれども、大事な国勢

調査なのですから、人口２万人を切るか、切らな

いかというところであれば、やはり課長が説明は

しなくても最低限課長が出席していなかったらだ

めなのではなかったかなと思うのですけれども、

その辺は町長はどのように指示をされたのです

か。逆に質疑応答ありませんかと言って、何回か

やられている方はある程度わかっていると思うの

ですけれども、初めての方というのはやっぱりわ

からなかったのでしょうから、そういうところか

らして国勢調査が果たしていかがだったのかなと

いうような私は疑問を持っています。その辺はど

うだったのかということも再度お聞きしたいと思

います。 

〇町長（嶋  保君） ８番、吉田議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、本部機能、これは詳しくはどこまでとい

う形の中では人数含めてそれはまだ示されており

ません。といいますか、本部機能というのは私ど

もの認識としては、普通支店なり、例えば沢町支

店なりはそういった機能ございません。支店とし

ての機能しかございません。そういった中では、

本店の上の部分、例えば電算だとかそういう部分

については、これは私の予測でございますが、３

金庫の統一的な系統となればああいった部門は

100％に近い形でなくなるのかなというふうに思

ってございます。私どもやはり申し上げたとおり

心配しておるのは、きめ細かな融資という部分な

り、中小企業に対する実態のわかった方が残って

いただいて、例えば札幌信用金庫、本店になる部

分だと思いますけれども、そこで審査等を行うの

ではなくて、地元にそういった審査部門なり、大

きな部分で地元の実態をしっかりと理解してくだ

さっている部分の本部機能を残していただきたい

というふうに思っているところでございまして、

そういった機能も残していただけるというふうに

思ってございますが、その規模につきましてもこ

れは人的な人口等の問題含めて、そのあたりどん

どん、どんどん要望していかなければならない、

それは議員おっしゃるとおりだというふうに思っ

ております。 

 また、税金の問題いろいろ出ておりますが、固

定資産等の部分は言ったとおりでございますが、

やはり本部の人数が大幅に少なくなるということ

は、そこで人口流出という部分、私はそことの兼

ね合いも出てくるというふうに思ってございま

す。そういった中では、法人町民税、さらに固定

資産税のほかに町民税につきましても大きく減少

する部分は出てくるのかなというふうな心配もし

ておりますので、私どもはこういった決まった中

で申し上げられることは、何とかきめ細かな融資

等の部分で配慮を願いたいという部分と本部機

能、地元の状況を知っている部分の本部機能をし

っかり充実していただきたいというお願いは申し

上げなければならないというふうに思っていると

ころでございます。 

 また、この指定金の部分でございますが、これ

らにつきましては今現在そういった中での考えは

持ってございませんが、一般論として一回決めれ

ばそれが未来永劫変更せずに済むというものでは

ございませんので、１回目の答弁と重なりますが、

そういった中での部分では今後のいろいろな中で

対応もあり得るという部分の一般論として答弁を

させていただきます。 

 それと、余市町が引っ越すという部分ご質問等

の中でございました。やはり今私どもが30年の１

月まである中でそういった部分の答弁まで申し上
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げられませんが、発想といたしましてはタブーに

とらわれず、今までの型にとらわれない発想をし

た中での行政運営をしていかなければならないと

いう部分は、議員の思いとは通じるところがある

というふうに思ってございます。 

 次に、国勢調査の部分でございます。これにつ

きましては、吉田議員の質問いただいて、私も改

めていろいろな中で国勢調査の今回の実施、また

は結果等の部分、今現在進行形でございますが、

そういった中での部分で話も詳しく聞いたところ

でございます。先ほどの答弁でも申し上げさせて

いただきましたが、一般論の国勢調査の手引とい

う部分だけの説明ではなく、今余市町の置かれて

いる部分、どういう状況だという中での個別な細

かい説明等もなければならなかったのかなという

ふうに思ってございますし、それと２万人の問題

でございます。何とか２万人を確保せよという、

それは思いはございますが、それは行政としてそ

ういう形の指示もできませんので、この基準の中

で一人も漏れのないように当然しっかりと裏の裏

まで、例えば空き家であっても本当に空き家なの

か、そこはただ閉まっているから空き家だと、そ

ういう感覚ではなくて、そういった意識を持って

一人一人がやっていただけるような行政としては

説明等をしなければならなかったのかなというふ

うに思ってございまして、それら含めて、それら

の反省も踏まえて今継続して調査やその修正に当

たっているところでございますので、ご理解を賜

りたいと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 吉田議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時１２分 

                              

再開 午後 ２時２４分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 発言順位２番、議席番号１番、野呂議員の発言

を許します。 

〇１番（野呂栄二君） 平成27年第４回定例会に

当たりまして、質問１件よろしくご答弁のほどお

願い申し上げます。 

 余市川河川敷のさらなる環境整備について伺い

ます。余市川の河川敷は、多くの方々が利用して

おります。特に高齢者の方々の散策や健康管理の

ための軽い運動、ジョギングをする方も多く見受

けられます。特に土曜、日曜、祭日は利用される

頻度が高い現状です。しかし、田川橋上流右岸は、

立派なコースでありながら夏場から秋口にかけて

草が生い茂り、あゆ場方面が見えにくい状況にな

ります。毎年数度にわたり草刈りを実施している

ことは承知しておりますが、さらなる環境の整備

を関係機関に働きかける必要があると思います

が、見解を伺います。 

〇町長（嶋  保君） １番、野呂議員の余市川

河川敷のさらなる環境整備についてのご質問に答

弁申し上げます。 

 余市川につきましては、北海道が管理する２級

河川であり、昭和31年度より順次河川改修事業が

行われ、余市川における流下能力の向上と浸水防

止を目的とした治水対策が行われているところで

あります。さらに、平成５年度から平成14年度に

かけまして、余市川桜づつみ整備事業が行われ、

堤防側帯の整備による堤防強化を図るとともに、

桜を植樹し、花と緑豊かな余市川とその周辺の自

然環境との整合を図った良好な水辺空間の創出が

図られたところであります。このような中、余市

川クリーンアップ作戦が行われ、町民などのボラ

ンティア活動により河川敷の環境整備がなされて

おります。 

 こうした堤防では、春から秋にかけて健康増進

のためのウオーキングやジョギングコースとして

多くの町民の方々に利用され、また春にはすばら
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しい桜の名所として位置づけられていることから

も、町としても余市川沿線の環境整備の必要性を

認識しているところでございます。 

 余市川河川敷の状況につきましては、河川を管

理しております小樽建設管理部に確認いたしたと

ころ、田川橋から鮎見橋の区間につきましては例

年８月上旬に草刈りを行っておりますが、利用者

からの要望により今年度は７月中旬に草刈りを実

施したと伺っております。今後におきましても町

民、利用者の利便性向上のため、現場の状況を確

認の上、小樽建設管理部に対応をしていただくよ

う要望してまいりたいと考えてございますので、

ご理解を願いたいと存じます。 

〇１番（野呂栄二君） 再質問させていただきま

す。 

 特に中間地点では、道の中央部にイネ科の植物

が生い茂るため歩きづらいのが現状です。草刈り

などは実施しているものの、これでは毎年同じこ

とを繰り返すことになるので、根を掘り返すこと

が必要なのであると考えますが、関係機関に対し

改善されるよう要望すべきと思いますが、これに

ついてどのように思われるか答弁をお願いしたい

と思います。 

〇町長（嶋  保君） １番、野呂議員よりの再

度のご質問に答弁をさせていただきます。 

 １つには、先ほど答弁申し上げましたが、この

管理につきましては小樽建設管理部、旧土現でご

ざいます。ですから、町が関係ないというふうに

は申すものでもございません。建設管理部が管理

するという形の道が管理でございますが、道とい

たしましてはばんきりここを見ているわけでもご

ざいません。そういった中で、年に１回の先ほど

申し上げましたように８月なら８月の草刈りとい

うだけの部分しかございません。しかし、我々と

しては、ここは今「マッサン」等のブームの中で

も散策路としても非常にすぐれた部分がございま

すし、町民がウオーキングやジョギング、私も犬

の散歩等でここまで遠征して、こちらに行くこと

もございます。そういった中では、非常に風光明

媚な場所として町民の憩いの場でもあるというふ

うに思ってもございますので、これらの情報、こ

ういうふうになっていますよと、草がかなりぼう

ぼうになっていますとか、こういったイネ科の部

分のこれらの情報も管理する小樽建設管理にしっ

かりと上げて、町民の憩いの場を何とか利用者に

支障のないよう使わせていただきたいと思ってご

ざいますので、雪解けの確認後の現地調査、それ

らも管理は道でございますが、いろいろな中での

こうなっているとかその情報の提供は町としても

しっかり道のほうに上げて、申し入れ等の改善策

等もしていきたいと、このように考えてございま

すので、ご理解のほどをお願い申し上げるところ

でございます。 

〇１番（野呂栄二君） 今町長の答弁にもありま

したけれども、いずれにしても本町における大切

な資源であることは言うまでもありません。さら

に、道の標識なども完備されており、運動する方

々にとっては最適な場所と認識しております。さ

らなる環境整備を図ってもらいたいと思っており

ますので、町の見解をお聞かせください。 

 それとまた、少々ずれているかもしれませんけ

れども、聞くところによりますと田川橋付近から

ジェットスキーをやられている方々がいるよう

で、それが早朝から騒がしくしており、周りに迷

惑をかけているとのことで、利用者に対し規律正

しくお願いできないものか、その点もあわせてお

伺いしたいと思っております。 

〇町長（嶋  保君） １番、野呂議員よりの再

度のご質問に答弁をさせていただきます。 

 先ほど来申し上げてございます。議員もご指摘

ございますが、田川橋からあゆ場公園にかけての

この堤防付近の景観非常にすばらしいものがござ

いまして、観光でいろいろ散策する方、そしてま

たジョギング等でスポーツをなされる方等もござ
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います。先ほど来の答弁の繰り返しになりますが、

雑草の処理や草刈りの回数、状況などをしっかり

と管理する小樽建設管理部にお願いするととも

に、これら年に１回とかではなくて、もう少し回

数等もふやしていただけるように要望してまいり

たいと、このように考えておるところでございま

す。 

 また、水上バイクでございます。これは、以前

から他の議員からのご指摘等もございます。法的

な部分では問題ないというような小樽建設管理部

にも確認をいたしているところでございますが、

確かに私も何度か見ておりますが、音が非常にま

た激しい音もするところでございまして、付近の

公営住宅やこちらの方などの部分もやはり一定の

迷惑等もあるのかなというふうに思ってございま

す。また、ごみ等の問題もございます。そういっ

た中では、これらの行為についての注意書きの看

板等の設置も要望してございます。これらもしっ

かりとまた要望していきたいというふうに思って

ございますので、ご理解をお願いしたいというふ

うに存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 野呂議員の発言が終わり

ました。 

 発言順位３番、議席番号10番、野崎議員の発言

を許します。 

〇10番（野崎奎一君） 平成27年第４回定例会開

催に当たり、さきに通告しておりました２問につ

き答弁のほどよろしくお願いいたします。 

 １問目、介護予防ポイント制度の推進状況につ

いてお伺いいたします。平成26年12月第４回定例

会で質問いたしました介護予防ポイントについて

伺いますが、町長の答弁の中で高齢者保健福祉計

画の中で実施を予定している新しい総合事業の推

進状況を勘案しながら、本人の健康づくり、生き

がいづくりにつながる施策として研究、検討して

いくとの答弁でした。介護保険計画も平成30年３

月までの計画で進んでいることと思いますが、こ

の１年間どのような検討をされたのかお伺いいた

します。 

 また、ボランティアポイント制度についても答

弁の中ではぜひとも取り組んでいきたいと言われ

ておりましたが、今後の取り組みの考えをお伺い

いたします。 

 ２問目、交通弱者の交通の確保についてお伺い

いたします。全国、全道で交通弱者の交通の確保

に取り組んでいるところが年々増加しておりま

す。中でも運転免許返納者も年々増加してきてい

ると思います。各種制度がある中で予約型乗り合

いタクシー制度を利用しているところが多いと思

われますが、余市町にとって利用者に便利な制度

を検討し、運行されてはどうでしょうか、お伺い

いたします。 

〇町長（嶋  保君） 10番、野崎議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 初めに、介護予防ポイント制度の推進状況につ

いてのご質問でございますが、平成27年４月から

施行されております改正された介護保険制度の中

において、平成29年度末までに介護予防・日常生

活支援総合事業を全ての市町村で実施しなければ

ならなく、介護予防におけるさまざまなボランテ

ィア活動を通した地域づくりを今後ますます推進

しなければならないものと考えております。 

 介護予防ポイント制度は、議員ご指摘のとおり、

高齢者が介護支援ボランティア活動を通して地域

貢献することを積極的に奨励し、社会参加を通じ

た介護予防を推進するとともに、要支援、要介護

高齢者等に対する主体的な地域支援活動を育成、

支援することを目的とした事業、地域力を強化す

るための有効な施策の一つであると認識しており

ます。また、平成26年度までに介護予防ボランテ

ィア活動をポイント制度として実施している北海

道内の市町村は15市町村で、後志管内では平成

27年度から京極町が実施しているところでござい

ます。 



 

－54－ 

  

 ご質問のこれまでの検討状況、さらには今後の

取り組みにつきましては、現在担当課において新

しい総合事業への移行の時期を含めまして、ポイ

ント制度を導入しております市町村の要綱等を取

り寄せ、関係情報を収集し、実施に向け調査研究

をしており、さらに実施主体を予定しております

事業所と協議を進めているところでございますの

で、ご理解をお願いいたします。 

 次に、交通弱者の交通の確保についてのご質問

に答弁申し上げます。高齢化社会が急速に進展す

る中、買い物や通院等に当たり移動手段を持たな

い方々、いわゆる交通弱者の方々の移動手段の確

保が地域における重要課題となってきておりま

す。こうした状況を受けて、この間町といたしま

しても公共交通の確保に係る国の支援制度の把

握、さらには先進自治体におけるコミュニティバ

ス運用状況の調査などを進めてきたところでござ

います。さらには、一定程度の世帯規模がありな

がらバスが運行されていないエリア、具体的には

美園、山田地区の区会役員の方々と懇談し、地域

の実情についてお伺いしてまいりました。区会役

員の方々からは、現時点では交通弱者の状況につ

いて詳細に把握はしていないが、今後交通手段を

持たない世帯の増加が予想されることから、この

問題に関し継続的に協議をしたいとのご意見をい

ただいたところでございます。 

 こうした経過を受けての今後の対応でございま

すが、地域公共交通の確保に向けては、利用者の

掘り起こしなど地域との連携、さらには交通事業

者との連携が重要であり、地域と事業者、そして

行政が手を組んで、持続可能なシステムを構築し

ていくことが必要と考えております。また、その

ための手段として議員ご提言の予約制乗り合いタ

クシーは、利用者が比較的少人数であっても運用

可能であると考えます。今後道内各地の事例につ

いて詳細な調査を行ってまいりたいと思います。 

 地域における交通の確保につきましては、地域

社会を維持していく上で大変重要な課題であるこ

とから、これまでも種々調査研究を行ってきたと

ころでございます。今後につきましても地域の方

々との協議を行いながら、導入に向けた検討を進

めてまいりたいと存じます。 

〇10番（野崎奎一君） 前年から比べますと非常

に前向きな答弁いただきまして、これは間違いな

く、今、年度も言っておりましたけれども、もっ

と早くできるのではないかなと、そういう期待も

あるのですけれども、これはできるか今わかりま

せんので、再度確認等をしながら質問を進めてい

きたいと思います。 

 この介護予防ポイント制度については、先ほど

も言いましたけれども、これから進められる地域

包括ケアシステムとも絡めて進めていかなければ

ならないと思いますが、生きがいづくりの施策と

してこのポイント制を進めるべきと思いますが、

ぜひとも取り組んでいただきたいと思います。 

 また、ボランティアポイントについても人に携

わることでお互いに元気になっていくと、そうい

う部分もあると思います。お互いに助け合って、

ポイントをためて、ポイントたまることを楽しみ

に取り組んでいく方も出てくるのではないかなと

思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。

今の答弁では29年度までには進めたい、そのよう

に考えていると答弁ありましたので、ぜひその辺

も再度ひとつよろしくお願いいたします。 

 ２点目の交通弱者の交通の確保についてであり

ますけれども、全国的にも高齢者による高速道路

等の逆走や信号無視、見忘れ等に関する事故が非

常に多いのが現状でないかと思うのです。国内の

交通事故の件数、これは昨年まで14年連続で減少

してきているのですけれども、75歳以上の高齢者

が絡んでいる事故については死亡者が逆にふえて

きているのが現状であります。また、このような

中で高齢者の免許返納者、こういう方もふえてき

ております。町内でも返納された方々のいろいろ
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な声を聞くことがあります。改正道路交通法でも

高齢者への移動手段を確保する対策を行う附帯決

議が設けられており、着実に進める必要があると

思います。自動車が生活の足である地域において

は、先ほども言いましたけれども、町内でも結構

あると思います。そういう中で、この足を確保す

る部分ではしっかり進めていっていただきたいと

思います。いろいろ研究されていると聞きました

けれども、本当にその地域に合わせたいろいろな

取り組みをやっているところがありますので、ぜ

ひ一日も早く取り組んでいかれるように再度お願

いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 10番、野崎議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、１点目の介護予防ポイント制度の推進の

部分のご質問でございます。これにつきましては、

議員よりも今まで何度かご質問をいただいており

ます。そういった中でまだ実施できていないとい

う部分につきましては、ちょっとテンポが遅いの

かなという気もしておりますが、これは行政が直

にという部分ではございませんで、事業者、考え

られるところは社会福祉協議会等、そしてまた個

々のボランティアを受け入れる事業所という部分

の調整もございます。そういった中では、ご指摘

のとおり、高齢者の生きがい、ただこれはそうい

った中でのボランティア活動全般の部分もござい

ます。そしてまた、小さくは高齢者の生きがいと

いう部分にもつながってくるというふうに考えて

ございます。そういった中で、私どもも以前から

答弁させていただいているように何とかこれは制

度化させていきたいというふうな思いを持ってご

ざいますので、平成28年度中には何とかそのあた

り所管の委員会等にも形をお示ししていけるのか

なというふうに今所管課でも一生懸命頑張ってい

るところでございますので、ご理解を願いたいと

いうふうに考えておるところでございます。 

 それと、２点目の交通弱者の交通の確保につい

てという部分でございます。先日も私高齢者の団

体の皆さんと懇談する機会もございまして、その

ときにもやはり足の確保というお話が出てまいり

ました。今交通事故等本当に毎日のように起きて

いる部分でございますが、やはりそういった中で

も高齢者の事故というのは、アクセルとブレーキ

の踏み間違い等を含めてあるのが実態でございま

して、私も交通安全推進協議会の会長という部分

で余市警察署の交通の関係といろいろな中でのお

話もさせていただいておりますが、そういった中

で一方ではどんどん、どんどん何とか免許証を高

齢者は返納してくださいと言いながら、そしたら

足をどうするのだという部分もございます。そう

いった中では、やはりこれからの地域づくり、こ

れはまた話がちょっとずれますけれども、土曜日

に地域医療講演会という中で公民館で講演会があ

りまして、認知症という部分のお話が小樽の市立

病院の副院長先生、精神科の先生の方がやられて、

私もそれを聞いてきましたが、そういった中でも

高齢者は家に閉じこもらないで、何とか外に出て

活動するという部分がこれからの認知症等の対応

の大きな部分であると、予防という中ではあると

思います。私も高齢者の認知症、さらには介護に

つきましては、運動、さらには食事だというふう

に思ってございますが、そういった意味からもや

はり閉じこもりになりがちな高齢者の皆さんに買

い物に行ったり、いろいろなサークルに行ったり

する場合、こういった部分の足の確保というのは

今後必要になってくるだろうというふうに思って

ございます。もちろん財源的な部分もございます

ので、なかなかすぐというふうにもなりませんが、

これら道内でもかなり取り組んでいるところもご

ざいます。 

 そして、議員ご指摘のとおり、何といっても今

までバス等の検討ばかりしてきましたが、こうい

った中では費用的な問題、そして例えば20人乗り

のバスであっても２人しか乗らないとかそういっ
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た部分ございますので、こういったタクシーの活

用という部分、先進自治体等の調査等もしていき

たいというふうに考えてございますので、ご理解

のほどをよろしくお願い申し上げます。 

〇10番（野崎奎一君） いろいろ町長も考えて取

り組まれていると思いますけれども、できるだけ、

先ほども言いましたけれども、早目にお願いした

いと思います。 

 交通の部分については、私も以前質問したこと

もありますし、また他の議員の方も何人か質問さ

れている部分があると思います。そのまち、その

まちに合わせた、私もことしになって聞いたまち

においては、微妙にずれるのですけれども、３カ

所の事業者と言ったら変な言い方で、事業者でな

い方もあるのですけれども、交通体系というか、

それが動いているところもこの近くのまちであり

ます。いろいろなまちでしっかりいろいろと取り

組んでおります。 

 正直に言いまして、何人ぐらい利用される方が

いるのかという部分が皆さん一番迷われる部分で

はないかなと思います。少なければ、町内にタク

シー会社２社ありますので、タクシーを利用して

割引券という方法もあるのではないかなと思うの

ですけれども、どちらにしても予算も絡んできま

すし、費用対効果の部分もありますので、一概に

簡単にわかったと言うわけにはいかないと思いま

すけれども、タクシーの割引券等を利用するのは、

極端な言い方したら来年の春からでも予算確保で

きればすぐ進んでいくのでないかなと、そういう

気もするのですけれども、最後は町長がわかった、

やると言ってもらえればそれが一番いいのですけ

れども、いろいろ難しく検討されるのも大事です

けれども、検討だけでなかなか前に進まないとい

うのでは困るわけですけれども、何とか一人でも

多くの方が安心して元気に暮らせるように取り組

んでいただきたいなと思います。 

 今まで高齢者の何人かで、３人とか４人のその

中で免許を持っている方が中心になって一緒に町

まで行って、いろいろな用を足して帰ってくる、

そういう方も結構いると思うのです。たまたま免

許持っている方がもうこれ以上心配で運転できな

くなると、１人ではなくて４人になってしまうわ

けです。そういう部分でも、28年、29年、この辺

で考えておられるようですけれども、できるだけ

早目に、できれば28年度中にも運行に向けて取り

組んでいけるようなスピードアップしていただい

て取り組んでいただきたいと思いますけれども、

再度お願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 10番、野崎議員よりの再

度のご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、介護予防ポイント制度の部分でございま

す。これは、従前より前向きな中での答弁もさせ

ていただいております。先ほども申し上げました

が、28年度、来年度中には何とか所管の委員会等

に形をお示ししたいというふうに考えて、そのよ

うな中で今所管課でも作業を進めているところで

ございます。 

 交通弱者の交通の確保、これにつきましては、

タクシーの関係につきましては初めての提言でも

ございます。今まではバス等の部分でやっていま

した。そしてまた、交通弱者の足の確保という部

分については、担当課の企画政策課のほうでもい

ろいろな資料等も集めてございますが、このタク

シーの部分、また初めての部分でございますので、

これらはこれからどういう状況になっているの

か、他のところでやっている部分についてはどの

ような悩みなり、どのような利点等があるのかと、

そのあたりしっかりと調査をしていきたいという

ふうに考えてございますので、ご理解をお願いし

たいと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 野崎議員の発言が終わり

ました。 

 発言順位４番、議席番号11番、白川議員の発言

を許します。 
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〇11番（白川栄美子君） 一般質問させていただ

きます。 

 件名、余市港の整備について伺います。漁師が

働きやすい場所をつくるにはどうしたらよいの

か。港湾の老朽化も進んでおり、港湾であるがた

めに漁港としての強化も失われております。働き

やすい環境を整備するという考えを持ってもよい

のではないかと考えますが、見解をお伺いいたし

ます。 

 また、最近爆弾低気圧が立て続けに来たことで

余市町でも漁業者への被害が及びました。防波堤

からの越波により、船をつなぎとめていたアンカ

ーが切れたという報告や、また港内で試験的に進

められていた養殖の被害などもあったと伺ってお

りますし、ほかには網の被害等も聞いておりまし

たが、これらの状況を考えると被害防止のために

港の整備は早急に計画を立てて進めていくべきと

考えますが、見解をお伺いいたします。また、今

回の被害状況を受けて、町としてどのような手だ

てを打ったのかあわせてお伺いいたします。 

 以上１件、よろしくお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 11番、白川議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 余市港につきましては、北海道拓殖計画により

まして昭和４年に修築工事が着工しまして、昭和

17年に竣工しております。その後、平成12年の整

備事業の休止までの間、港湾利用形態の変化に対

応した港湾整備を年次計画に基づき順次推進して

きたところであり、物流拠点として、さらには石

狩湾海域における漁業基地として重要な役割を果

たしてきているところであります。こうした施設

も年々老朽化し、更新等が必要となる施設も多く、

一昨年度においては船揚げ場のレール取りかえや

斜路の修繕補修を行ったところであります。今後

におきましてもこれら修繕補修等は多額の費用が

見込まれることから、施設の長寿命化や更新費用

の平準化、さらには港湾と漁港との整備手法の違

いはあるものの、利用者の利便性を考慮した環境

整備が必要であると考えております。 

 続いて、近年の波浪による港湾施設の被害防止

につきましては、必要な対策と認識しております

が、港湾の整備につきましては多額な予算と時間

が必要となり、現状では非常に厳しいものと考え

ておりますが、被災を受けた施設につきましては

復旧等について関係機関と十分協議してまいりた

いと考えております。 

 続きまして、今回の被害状況による町の対応に

つきましては、10月８日から９日の台風23号から

変わった低気圧による暴風、波浪により港内海底

部に設置した係留施設のアンカーチェーンが２カ

所において切断されたことから、今後の停泊する

船舶への影響を回避するため、早急にアンカーチ

ェーンを取りかえる工事を行ったところでありま

す。また、余市港船揚げ場では、斜路部分の張り

コンクリートブロックの一部が剥がれている状況

を確認したところであります。このため飛散した

ブロックが支障となり、斜路の利用ができないこ

とから、応急的にブロックの除去等を行ったとこ

ろであります。 

 今後とも港湾施設の安定的な利用や港内の静穏

度の確保を図るため、港湾利用者と連携を図りな

がら港湾振興に取り組んでまいりたいと考えてお

りますので、ご理解をいただきたいと存じます。 

〇11番（白川栄美子君） 今町長からご答弁もい

ただきまして、今回被害を受けたところは早急に

手だてを打って、補修したりなんだりということ

で伺いましたので、それはそれとしてよかったな

と思っております。 

 ただ、港の整備というのは、本当に今も言われ

たとおりお金もかかるし、時間もかかるしという

ことで、すぐすぐに進めてほしいということにも

ならないのは重々わかっております。しかしなが

ら、今までもずっとこれは本当に何年もこういう

問題を抱えてきたことであって、今急にこうなっ
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たわけではないので、例えば防波堤の一部が低く

なっている問題だとか、あとは斜路の問題もあり

ますけれども、テトラポットが沈下しているとい

うか、そういう部分も含めていろいろな部分で整

備していかないと越波に耐えられない状況が今出

ているのかなと考えております。そういう部分で

余市町としても、これは町だけの問題ではなくて、

道とかにも相談しなければならない問題もたくさ

んあると思うのですけれども、これまで港湾振興

会からもきっと要望が出ていると思うのですけれ

ども、それらの内容というのはどういう内容だっ

たのかお伺いできればありがたいなと思います。 

 また、今回の台風の中でも多分開発のほうも海

の周辺を見回ったと思うのですけれども、専門的

な考えからそちらのほうではどんな状況で言われ

ていたのかなと。整備したほうがいいとかそうい

うのがなかったのかどうなのか。 

 あとは、港の周辺となると本当に広くなってし

まって、一言では言い切れないのですけれども、

とりあえず漁業者からの要望書というのはどんな

要望書がまず上がっているかということを聞きた

いと思いますので、よろしくお願いします、港に

関しての要望です。 

〇町長（嶋  保君） 11番、白川議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 １問目でもご答弁申し上げました。港湾の整備

といいますと、漁港と違って国の部分になりまし

て、非常に規模も大きく、国の中でございますが、

持ち出し等も非常に大きな部分ございます。そう

いった中で、平成12年の整備事業の休止という形

になってございます。これが漁港であれば、道と

の協議の中でほとんど交付金使ったりなんだりの

部分というのはございますが、そういった中で難

しい部分もございます。しかし、漁業者にご不便

をかけている部分についてはなるべく解消してい

きたいということで、最近私が就任してから平成

25年においても船揚げ場のレールの取りかえ

1,000万円以上、そしてまた平成26年度も斜路の補

修等、水路の補修を含めて100万円以上、そしてま

た平成27年度も斜路の補修工事、そして先ほど申

し上げましたアンカーの取りかえ工事で200万円

弱という形で、対症療法的な部分になりますが、

そういった中では漁組等のお話、漁業者等々のお

話、そして港湾振興会等の協議等の中で、財政の

許す範囲の中で取り組んできているというのが実

情でございます。 

 要望等のございました部分につきましては、余

市港湾整備補修について、漁船の共同修理場施設

整備等、そしてまた日本海漁業振興対策というよ

うな部分がございまして、そういった中で私ども

もいつも申し上げてございますが、１次産業であ

る農業、漁業、これが基本的に元気にならなけれ

ば余市町が元気にならないという認識を持ってご

ざいますので、今後もこれらの要望、これらの要

望は農業分野の要望と違って額的にも非常に大き

な部分がございますが、それら緊急度合い、そし

てまた費用対効果等を含めて考えながら、これら

の対応に当たっていきたいという部分で漁組、漁

業者、そしてまた港湾振興会等もいろいろな中で

現場の声をお聞きして、それらに対応していると

ころでございます。 

 また、国等につきましては、いろいろな中での

チャンネルを使って要望等もしてございます。そ

ういった中では、それら町でできない部分という

のはいろいろな部分でございますので、そういっ

た要望すべきところはしっかりと要望していきた

いというふうに考えてございますので、ご理解の

ほどをお願い申し上げるところでございます。 

〇11番（白川栄美子君） 確かに多額のお金がか

かるということはわかりますし、またいろいろな

角度から検討してもいいのかなと思うのです。そ

れで、今回は漁業の付加価値をつけるということ

で製氷工場もつくったわけですので、これからは

今町長も言われたように１次産業である漁業、農
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業を守らなければいけないと、元気にしなければ

いけないという思いもありますので、これはぜひ

とも抜本的な考え方を今後持っていって、それで

整備する方向に持っていくということをしっかり

考えていったほうがいいのかなと思っておりま

す。そういう部分で再度ご答弁があれば見解をお

伺いして終わりたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） 11番、白川議員の再度の

ご質問に答弁申し上げます。 

 １つとして、漁港と港湾、港湾は物流拠点とい

う大きな部分でございまして、漁港が漁業拠点と

しての整備機能という部分がございます。そうい

った部分もございますが、やはり余市の漁業者の

ために何とかそういった不便等がございましたら

私どもも対応していかなければならないというの

は当然のことでございます。そういった中で、今

後とも漁業協同組合、さらには漁業者、そしてま

た港湾振興会等の部分もお話をさせていただきな

がら、これらいろいろな中で国に要望すべきとこ

ろはしっかりと要望していきたいと考えてござい

ますので、ご理解をお願いしたいと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 白川議員の発言が終わり

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15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 ３時０９分 
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