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会議に付した事件は次のとおりである。

議案第５３号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につ

いて

議案第５４号 令和４年度月形町一般会計補正予算（第６号）

議案第５５号 令和４年度月形町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）

議案第５６号 令和４年度月形町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）

議案第５７号 令和４年度月形町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

議案第５８号 令和４年度国民健康保険月形町立病院事業会計補正予算（第

４号）

議案第５９号 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

議案第６０号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例の制定について

同意案第２号 月形町固定資産評価審査委員会委員の選任について

諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

発議第３号 月形町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定について

会議案第４号 議員派遣について

○ 議長 金子 廣司 ただ今の出席議員は７人です。定足数に達しておりま

すので、会議は成立いたしました。

１２月６日に引き続き会議を再開いたします。 （午前１０時００分開会）

直ちに本日の会議を開きます。 （午前１０時００分開議）

議事日程第２号はお手元に配付のとおりであります。

◎ 日程１番 会議録署名議員の指名

○ 議長 金子 廣司 日程１番 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員の指名は、会議規則第１２７条の規定により議長において

堀 広 一 議員

東 出 善 幸 議員

の両名を指名いたします。
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◎ 日程２番 議案第５３号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例の制定について 日程３番 議案第５４号 令和４年度月形町一般会計補

正予算（第６号）

○ 議長 金子 廣司 日程２番 議案第５３号 職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例の制定について、日程３番 議案第５４号 令和４年

度月形町一般会計補正予算（第６号）は、関連がありますので一括議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

〇 副町長 堀 光一 議案書３ページをお開きください。ただ今、議題と

なりました議案第５３号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

の制定について、ご説明申し上げます。議案第５３号は、人事院勧告に基づ

く国家公務員の改正給与法が、本年１１月１１日に成立したことから、国家

公務員の取扱いに準じ、月例給、ボーナスともに引き上げる改定等を行うた

め、職員の給与に関する条例他３条例の一部を改正しようとするものであり

ます。

改正の内容ですが、はじめに、職員の給与に関する条例の一部改正、第１

条は、１２月に支給する勤勉手当の支給割合を一般職員は、０．１月分引き

上げて「１００分の１０５」とし、再任用職員は、０．０５月分引き上げて

「１００分の５０」とするものであります。また、月例給は、初任給及び若

年層の俸給月額を引き上げ、別表の給料表のとおりとするものであります。

第２条は、令和５年度から一般職員と再任用職員に適用する勤勉手当の支給

割合の規定であります。

次に、常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正、第３条

においては、１２月に支給する期末手当の支給割合を０．１月分引き上げて

「１００分の２２５」とするものでありまして、第４条は、令和５年度から

常勤特別職の職員に適用する期末手当の支給割合の規定であります。

次に、４ページ、一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正に

係る第５条においては、給料表を改正するとともに１２月に支給する期末手

当の支給割合を０．０５月分引き上げて「１００分の１６７．５」とするも

のでありまして、第６条は、令和５年度から一般職の任期付職員に適用する

期末手当の支給割合の規定であります。続いて、月形町会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に係る第７条においては、給料表

を別表のとおり改定するものであります。附則でありますが、第１条 第１

項、この条例は、公布の日から施行しますが、第２条、第４条、第６条及び

第７条の規定は、令和５年４月１日からの施行であります。第２項 第１条、
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第３条及び第５条の月例給等に係る規定は、令和４年４月１日から適用する

ものであります。以上で、議案第５３号 職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例の制定について、説明を終わります。

次に、議案書２３ページをお開きください。続きまして、議題となりまし

た議案第５４号 令和４年度月形町一般会計補正予算（第６号）について、

ご説明申し上げます。第１条ですが、補正予算第６号は、歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ３，８２１万２，０００円増額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ４３億７，０００万円とするものであります。また、

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２４ページから２５ページの第１表 歳入歳出予算補正

によるものであります。

補正予算第６号の歳出の主なものにつきましては、職員給与費、役場庁舎

及び公共施設等管理経費、認定こども園運営経費、新型コロナウイルス感染

症対策経費の増額であります。

それでは、４６ページをお開きください。事項別にご説明申し上げます。

はじめに、歳出です。２款 総務費 １項 総務管理費 ２目 職員給与費、

補正額１７４万４，０００円増額、説明欄記載のとおりで、期末勤勉手当の

支給割合の改定等による職員手当等の増額でございます。４目 情報推進費、

補正額４７１万６，０００円増額、説明欄記載のとおりで、手数料ですが、

これは、町内において光ケーブルを増設する箇所があることと、ＩＰ告知端

末機の設置等に係る業務手数料です。８目 財産管理費、補正額３８６万円

増額、説明欄ですが、公用車管理経費、７万２，０００円増額でございまし

て、令和４年度中に軽自動車１台が全国防犯協会連合会から寄贈される予定

となっております。その自動車に係る管理経費でございまして、その他の役

場庁舎管理経費他につきましては、電気料金及び燃料費の高騰による増額で

ございます。

続きまして、４８ページ、３款 民生費 １項 社会福祉費 １目 社会

福祉総務費、補正額２１５万２，０００円増額、説明欄ですが、障害者自立

支援等給付事業の扶助費でございます。施設サービス利用者の増などによる

ものでございます。２目 老人福祉費、補正額２６５万２，０００円増額、

説明欄記載のとおりでございます。施設利用者の増などによる増額でござい

ます。続きまして、２項 児童福祉費 １目 児童福祉総務費、補正額１，

９３２万３，０００円増額、説明欄ですが、はじめに、認定こども園運営経

費、管理運営業務委託料の増額１，８５４万７，０００円でございます。こ

れにつきましては、本年９月までの入所児童数等の実績を勘案し、また、今

後の入所児童数等を見込んだ上での年間指定管理料を算出して、当初予算に
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対しての不足分を今回増額補正するものでありますが、この増額の要因につ

きましては、保育単価の高い乳児、０歳児の入所を当初は４人と見込んでお

りましたが、本年１１月のはじめには１２人と大幅に増えております。この

他、保育士の給与を月額９，０００円引き上げる処遇改善費用の１０月から

来年３月までの分につきましては、指定管理料に新たに加えることになりま

すので、これが増額した要因になります。次に、子育て世帯生活支援特別給

付金給付事業、７７万６，０００円増額ですが、令和３年度に行われたこの

事業、児童扶養手当の受給者や低所得世帯を対象に、児童１人あたり５万円

を給付する全額国費事業の精算返納金です。当初、児童数を２３人で見込ん

でおりましたが、実績は８人で１５人分の交付金を事務費分を含めて返納す

るものでございます。

続きまして、５０ページ、４款 衛生費 １項 保健衛生費 ２目 予防

費、補正額１９０万円減額でございます。説明欄ですが、一つ目に予防対策

事業、過年度事業の返納金でございますが、令和３年度に行われました風疹

の追加的対策、対象男性の抗体検査や予防接種を行う事業の国庫補助金の返

納金でございます。次に、住民検診事業、１１７万７，０００円減額、各種

検診業務委託料の減額でございまして、主に受診者数の減少によるものと考

えます。コロナ禍の中での受診控えが影響したものと見込んでおります。次

に、母子健康事業、８４万９，０００円減額、これにつきましては、ことば

の教室実施業務委託料で、当初２名分を予算計上しておりましたが、これま

で利用者はなく本年１２月から３月まで１名分の予算を残して減額するもの

です。３目 環境衛生費、補正額７万５，０００円増額、説明欄記載のとお

りでございます。５目 保健センター費、２６万４，０００円増額、説明欄

記載のとおりでございます。次に、２項 清掃費 １目 清掃総務費、２８

万８，０００円増額、説明欄ですが、し尿・汚泥処理経費の負担金で、月形

町が農業集落排水処理施設の使用料として負担する負担金でございます。町

内の合併処理浄化槽の汚泥を市南の処理施設で処理しておりますが、燃料費、

電気料金の高騰に伴っての使用負担金の増額でございます。２目 塵芥処理

費、１０５万７，０００円増額、説明欄記載のとおりでございます。燃料費、

光熱水費については、各施設ありますけれど、電気料金の高騰、燃料費の高

騰による増額でございます。

続きまして、５２ページ、６款 農林水産業費 １項 農業費、２目 農

業振興費、補正額３６１万８，０００円減額でございます。説明欄ですが、

一つ目、新規就農対策事業、３７３万９，０００円減額でございます。この

事業につきましては、本年度当初、新規就農に向け実習活動などを行う地域

おこし協力隊に係る経費につきましては、２名で延べ２４か月分の経費を計
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上しておりました。地域おこし協力隊の状況ですが、本年１２月から新たに

ご夫婦１組２名が協力隊員となり、更に来年３月にご夫婦１組２名が協力隊

員となる予定でございます。このため、経費につきましては、１４か月分が

不要となりますので、その分を減額するものでございます。次に、担い手確

保・経営強化支援事業、１２万１，０００円増額、この事業増額は、令和３

年度における事業の返納金ですけれど、令和３年度に北海道から補助金交付

を受けた一農業経営体からの消費税仕入控除税額の報告に伴います補助金の

返還でございます。返還額は課税対象のほ場対象経費のうち消費税相当額２

４万９０９円に補助率５０パーセントを乗じた１２万４５５円で、農業経営

体から町に納入をしてもらい返還するものでございます。

続きまして、５４ページ、７款 商工費 １項 商工費 １目 商工業振

興費、補正額３８６万２，０００円増額、説明欄ですが、新型コロナウイル

ス感染症対策経費の補助金でございます。一つ目に、月形町中小企業者等経

営持続化支援金交付事業、１１３万８，０００円減額、この補助金事業は、

売上げが平成３１年４月から６月までのいずれか１月と今年の同月を比較し

て２０パーセント以上減少している町内事業者等に支援金を交付するもので、

予算は交付金額５０万円の２０件分、１，０００万円を計上しておりました

が、実績が１６件で８８６万２，０００円でありまして、１１３万８，００

０円を予算減額するものであります。続きまして、月形町建設事業者経営持

続化支援金交付事業、３００万円増額。この事業の補助金につきましては、

令和４年の売上合計額が平成３１年と比較して２０パーセント以上減少して

いる建設事業者等を対象に支援金を交付するもので、予算は交付上限額１０

０万円の３法人分、３００万円を計上させていただきました。次に、月形町

旅客自動車運送事業継続支援金交付事業、２００万円増額、この補助金につ

きましては、平成３１年と比較して売上げが減少している事業所に対しまし

て車両の保有台数等を勘案し、２００万円を上限として支援金を交付するも

のでございます。

すみません。説明漏れがありましたので、５２ページにお戻りいただきた

いと思います。４目 農地費、補正額３１４万９，０００円増額、説明欄で

す。農業集落排水事業特別会計繰出金、農業集落排水処理施設に係る燃料費

と光熱水費の高騰によります町の繰出金を増額するものでございます。

５４ページにお戻りいただきたいと思います。２目 観光費２５０万円減

額、説明欄ですが、観光振興事業負担金でございまして、つきがたイベント

実行委員会の負担金を減額するものでございます。本年は、つきがた夏まつ

りの内容の変更又は縮小開催によりまして、負担金額が１５０万円となった
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ところでありまして、当初予算４００万円計上しており、２５０万円を今回

予算減額するものでございます。

続きまして、５６ページ、１０款 教育費 ２項 小学校費 １目 学校

管理費、補正額３８万６，０００円増額、続きまして、３項 中学校費 １

目 学校管理費、補正額１６７万９，０００円増額。小学校、中学校ともに

説明欄、燃料費、光熱水費の増額でございます。次に、４項 社会教育費 １

目 社会教育総務費、補正額はございません。財源振替でございますが、芸

術鑑賞会の開催経費に対しまして北海道公立学校教職員互助会から市町村等

講演補助事業補助金が交付されることとなったことから、財源の振替を行う

ものでございます。次に、５項 保健体育費 ２目 体育施設費２５万３，

０００円減額、説明欄ですが、体育施設整備事業、１８１万５，０００円減

額。これにつきましては、当該工事の入札執行残の予算減額でございます。

３目 学校給食費、１２７万６，０００円増額、説明欄記載のとおりでござ

います。

３２ページをお開きいただきたいと思います。歳入です。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９９万１，０００

円増額、老人福祉施設入所者費用徴収金の増額でございます。３４ページで

す。１３款 使用料及び手数料 １項 使用料 ２目 民生使用料、補正額

６９８万７，０００円増額、説明欄ですが、広域入所児童受入施設型給付費

でございまして、花の里こども園で他市町村の児童を５名程受入れしており

ますが、それのいわゆる負担金を他市町村からいただくお金で６９８万７，

０００円でございます。続きまして、３６ページ、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１０７万７，０００円増

額、説明欄記載のとおりでございます。３８ページです。１５款 道支出金

１項 道負担金 １目 民生費道負担金、５４万円増額、説明欄記載のとお

りでございます。次に、４０ページ、１８款 繰入金 １項 基金繰入金 ４

目 公有財産整備基金繰入金、補正額１８１万５，０００円減額、これにつ

きましては、当該基金を財源としておりました工事費の減額に伴いまして、

繰入金の減額をするものでございます。次に、４２ページ、１９款 繰越金

１項 繰越金 １目 繰越金、補正額３，００１万５，０００円増額、今回

の補正予算の財源とするもので、令和３年度からの繰越金９，１６７万５，

０００円のうち、今回の補正で６，０８３万４，０００円を予算化するもの

でございます。次に、４４ページ、２０款 諸収入 ５項 雑入 ５目 雑

入、補正額４１万７，０００円増額、説明欄記載のとおりでございます。以

上で、議案第５３号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制
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定について及び議案第５４号 令和４年度月形町一般会計補正予算（第６号）

の説明を終わります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 松田順一議員。

○ 議員 松田 順一 ４８ページ、民生費、児童福祉費で、今回、認定こど

も園運営経費、管理運営業務委託料が１，８５４万７，０００円増額というこ

とでした。副町長からの説明によると、保育単価の高い乳児、０歳児が４人か

ら１２人に増えたことから増額になったということ。また、保育士の方々に９，

０００円を処遇改善するということでありました。今回、０歳児の入所が４人

から１２人になったことで、保育士の増員などはなかったのか、お聞きしたい

と思います。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 保育士は、これまでの人員で賄えるというこ

とで、増員はなされておりません。

○ 議長 金子 廣司 松田順一議員。

○ 議員 松田 順一 完全に人数的なものではなくて、保育単価の高い乳児

の人数増と保育士の処遇改善費用の引上げ分で、金額が高くなったということ

で、よろしいですか。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 おっしゃるとおりでございます。

○ 議長 金子 廣司 松田順一議員。

○ 議員 松田 順一 分かりました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 全体的に言えることですけれど、電気料金が上がって

いるということで、この間、新聞を見ますと、電気料金の高騰に対して電力会

社の変更ということも書いてあったのですけれど、本町の電力会社の状況はど

うなっているのでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 総務課長。

○ 総務課長 原 博由樹 電力会社についてですけれど、この度の高騰の

影響による電力会社の変更等はございません。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 現在の電力会社は、教えていただけるのでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 総務課長。
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○ 総務課長 原 博由樹 施設ごとに契約先が異なるものがありますけれ

ど、いわゆる、新電力と言われるものに区分されるものもありますし、北海道

電力との契約のものもございます。新電力の方が価格高騰があって、新聞報道

のとおりですが、北海道電力に契約を切り替えることが叶わない状況もありま

して、北電ともいろいろ交渉しているところですけれど、別の割引制度なども

提案されておりますので、そちらも検討しているところでございます。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 分かりました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 大釜 登議員。

○ 議員 大釜 登 ５５ページ、商工業振興費。今回、建設事業者と運送

事業者に補助金を交付するということで、先ほどの副町長の説明で、建設事業

者については３法人、１法人１００万円で３００万円、今年の売上げが２０パ

ーセント以上減少した法人に対して交付する。これに対して、運送事業者は、

ただ、売上げが減少した事業者に交付するという説明を受けたのですけれど、

これについて規定はないのですか。

もう１点、建設業の法人が３法人ですけれど、今、登録している法人は何

社あるのか。この２点について、お伺いします。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 加藤 弘光 まず、運送事業者への支援金については、建

設事業者と内容は少し違っていまして、何パーセント以上減少したという規定

はございませんが、平成３１年と比較して減少している事業者ということで、

規定をしておりますので、状況としては、やはり、平成３１年と比較してまだ

７割まで戻っていない状況であることは確認しております。

それと、建設事業者についてですが、私どもが現在、対象となり得ると思わ

れる事業所については、１４事業者ということで、確認しております。以上で

す。

○ 議長 金子 廣司 大釜 登議員。

○ 議員 大釜 登 これは、コロナ禍で大変な時期だから、ある程度の支

援はしていかなければならないけれど、建設事業者に対しては、ある程度の規

定を設けて交付して、運送事業者に対しては、平成３１年と比較して売上げが

減少した場合に交付するということですけれど、建設事業者と運送事業者のバ

ランスが少しどうなのかなと。建設事業者は売上げが２０パーセント以上落ち

たから支援しされて、運送事業者については、売上げの減少率に関わらず、大

変だろうから支援されると思われる部分があるので、コロナ禍が収束すれば、
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このような問題は起きてこないと思いますけれど、その辺を考慮しながら今後、

検討していただきたいと思います。答弁はいりません。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 東出議員の質問と重複する部分があるのですけれど、

４７ページ、役場庁舎管理経費の光熱水費が予算と比べて５０パーセントほど

上がっていると。今回、１５４万５，０００円の補正になっていて、燃料高騰

などいろいろな理由で光熱水費が上がっていることは、他の所でもあるのです

けれど、際立って大きいのは、新電力かなと思っていたのですが、そうではな

いということで、５０パーセント上がっている理由を教えていただきたいと思

います。

○ 議長 金子 廣司 総務課長。

○ 総務課長 原 博由樹 ご質問の当初予算と比較して随分大きな金額では

ないかというご指摘でございます。確かに、増額補正額の割合としては高くな

っておりますけれど、当初予算金額の規模等も他施設とも違いがあるというこ

ともありまして、また、コロナ禍で冬期間においても換気等もやっていくとい

うところで、電気料についても暖房設備が動くということもあって、料金に対

して不足が見込まれるのではないかという積み上げをしたところでございます。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 特別な理由というところでは、換気その他ということ

で、その下の公共施設の方が１０パーセントぐらいのアップだったので、際立

っていたので、新電力かなと思いましたが、そういう理由で５０パーセント上

がったということで、分かりました。

次ですが、５１ページ、住民検診事業で各種検診業務１１７万７，０００円

の減額ということで、説明によると受診者数の減少で、コロナ禍による受診控

えではないかということですが、今後、住民検診の拾える部分が残っていて、

３月までにまた減額する可能性はあるのですか。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 議員のおっしゃったとおり、検診受診者数が

かなり減少しております。多くは受けない習慣ができてしまったせいなのか、

あるいは、病院で受診しているから受けなくても良いと考える方が多くなって

きているのではないかと思っております。検診はこれから２月にもあるのです

が、予算額まで挽回するのは、かなり厳しいということで、この段階の減額と

させていただきまして、更に減少して補正をさせていただくこともあると考え

ております。以上です。
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○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 いろいろ受診に対してのおすすめというか取組をされ

ているということなので大変であると思うのですが、受診については、継続的

な部分で健康ということで、町の医療費にも関わってくることなので、これは、

３月までに変わる要素があるということで、理解しました。

もう１点、５３ページ、新規就農対策事業、地域おこし協力隊について、

先ほどの説明で、１２月からご夫婦、来年３月からご夫婦が入る予定というこ

とで、２組のご夫婦と言われていたのですが、まず、地域おこし協力隊という

ことで、新規就農を考えたときに１２月から入ることについて、農業の休む時

期なので、そこから入るというのは、何か理由があったのでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 農林建設課長。

○ 農林建設課長 三浦 英司 新規就農ということで、大体は年度の頭から

就農されるのが通常のパターンかと思います。しかしながら、今回、花きを希

望されているということで、４月からでは間に合わない部分が作業的にかなり

あるのと、勉強されている期間なので、早い段階で地域に慣れていただいて、

春の作業から準備いただくということで、今回は１２月から就農されたという

ことでございます。以上です。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 それは、受入先や農協を含めて、相談の上ということ

で、よろしいですか。

○ 議長 金子 廣司 農林建設課長。

○ 農林建設課長 三浦 英司 はい、そうでございます。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 了解しました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第５３号及び議案第５４号は、原案のとおり可決

することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」

の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午前１０時３９分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
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（午前１０時４０分再開）

◎ 日程４番 議案第５５号 令和４年度月形町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第３号）

○ 議長 金子 廣司 日程４番 議案第５５号 令和４年度月形町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

〇 副町長 堀 光一 議案書６１ページをお開きください。ただ今、議題

となりました議案第５５号 令和４年度月形町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第３号）について、ご説明申し上げます。第１条ですが、補正予算

第３号は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７８万５，０００円増額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億３，２６５万８，０００円

とするものであります。また、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６２ページから６３ペー

ジの第１表 歳入歳出予算補正によるものであります。

今回の補正は、過年度返納金に係る予算補正であります。

７２ページをお開きください。歳出です。７款 諸支出金 １項 諸費 ２

目 過年度返納金、補正額７８万５，０００円増額、説明欄ですが、過年度

返納金、令和３年度保険給付費等交付金の普通交付金と特別交付金を返納す

るものでございます。

７０ページをお開きください。歳入です。７款 繰越金 １項 繰越金 １

目 繰越金、補正額７８万５，０００円増額、これにつきましては、過年度

返納金の財源とするものでございます。令和３年度決算におきます繰越金７

６０万９，０００円のうち、７８万６，０００円を予算化することとなりま

す。以上で説明を終わります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第５５号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。
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◎ 日程５番 議案第５６号 令和４年度月形町農業集落排水事業特別会計補

正予算（第１号）

○ 議長 金子 廣司 日程５番 議案第５６号 令和４年度月形町農業集落

排水事業特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 議案書７５ページをお開きください。ただ今、議題

となりました議案第５６号 令和４年度月形町農業集落排水事業特別会計補

正予算（第１号）について、ご説明申し上げます。第１条ですが、補正予算

第１号は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３４３万７，０００円増

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１，３８３万７，０００

円とするものであります。また、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７６ページから７７ペ

ージの第１表 歳入歳出予算補正によるものであります。

今回の補正でございますが、処理施設の管理経費に係る予算補正でありま

す。

８８ページをお開きください。歳出です。１款 総務費 １項 総務管理

費 ２目 施設管理費、補正額３４３万７，０００円増額、説明欄ですが、

施設管理経費の燃料費、光熱水費の増額でございます。それぞれ燃料費、電

気料金の高騰によります予算の増額でございます。

８４ページをお開きください。歳入です。３款 繰入金 １項 一般会計繰

入金 １目 一般会計繰入金、補正額３１４万９，０００円増額、一般会計か

らの繰入金でございます。次に、８６ページ、５款 諸収入 １項 雑入 １

目 雑入、補正額２８万８，０００円増額、月形町からの農業集落排水処理施

設使用に係る使用料、負担金の増額分でございます。以上で説明を終わります。

ご審議の程、よろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第５６号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。
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○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午前１０時４５分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

（午前１０時４５分再開）

◎ 日程６番 議案第５７号 令和４年度月形町介護保険事業特別会計補正予

算（第３号）

○ 議長 金子 廣司 日程６番 議案第５７号 令和４年度月形町介護保険

事業特別会計補正予算（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

〇 副町長 堀 光一 議案書９１ページをお開きください。ただ今、議題

となりました議案第５７号 令和４年度月形町介護保険事業特別会計補正予

算（第３号）について、ご説明申し上げます。第１条ですが、補正予算第３

号は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２１万１，０００円減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億７，７６４万５，０００円とす

るものであります。また、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９２ページから９３ページの

第１表 歳入歳出予算補正によるものであります。

１１０ページをお開きください。歳出でございます。２款 保険給付費 １

項 介護サービス等諸費 ３目 居宅介護福祉用具購入費、補正額２５万円

増額、説明欄記載のとおりです。４目 居宅介護住宅改修費、補正額２４万

円増額、説明欄記載のとおりでございます。次に、２項 介護予防サービス

等諸費 ３目 介護予防住宅改修費、３４万２，０００円増額、同じく、説

明欄記載のとおりでございます。１１２ページです。３款 地域支援事業費

１項 介護予防事業費 １目 介護予防事業費、１１３万５，０００円減額

でございます。説明欄ですが、この減額は、介護予防事業費の減額でござい

まして、コロナ禍を勘案しまして、認知症予防講習会、脳元気塾、なごみ会、

調理実習の開催を中止または介護予防事業の縮小開催をしたことによります

各経費の減額でございます。続きまして、２項 包括的支援事業・任意事業

費 １目 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費、補正額５万６，０

００円増額、２目 総合相談事業費、３万６，０００円増額、これにつきま

しては、担当職員の給与改定等に係ります予算不足分の補正でございます。

１００ページをお開きください。歳入でございます。１款 保険料 １項

介護保険料 １目 第１号被保険者保険料、補正額８万６，０００円減額で

す。次に、１０２ページ、４款 国庫支出金 １項 国庫負担金 １目 介

護給付費負担金、補正額１６万６，０００円増額、現年度分でございます。
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２項 国庫補助金 ３目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事

業）、２２万７，０００円減額です。次に、１０４ページ、５款 支払基金交

付金 １項 支払基金交付金 １目 介護給付費交付金、２２万４，０００

円増額、２目 地域支援事業支援交付金については、３０万６，０００円の

減額。次に、１０６ページです。６款 道支出金 １項 道負担金 １目 介

護給付費負担金、補正額１０万４，０００円増額、次に、２項 道補助金 ２

目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）、１４万１，０００

円の減額。次に、１０８ページです。８款 繰入金 １項 一般会計繰入金

１目 介護給付費繰入金、１０万４，０００円の増額、２目 その他一般会

計繰入金、９万２，０００円増額、事務費分です。５目 地域支援事業繰入

金（介護予防・日常生活支援事業）、１４万１，０００円の減額でございます。

以上で説明を終わります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 １１０ページ、２款 保険給付費 １項 介護サービ

ス等諸費 ３目 居宅介護福祉用具購入費、４目 居宅介護住宅改修費、それ

から２項 介護予防サービス等諸費 ３目 介護予防住宅改修費の予算がか

なり増額されているのですけれど、伸びた理由はどうしてでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 福祉用具については、１件につき１０万円ま

での補助をしております。１割が自己負担金になりますので、福祉用具につい

ては、９万円が町の支出としてあります。住宅改修については、上限２０万円

までで、１割が自己負担、町の支出は１８万円となります。最近、福祉用具も

高額になってきていることもありまして、限度額までの品物を購入される方が

多いことや住宅改修も手すりを付けたり、段差を解消する方が多いのですが、

それも十分に補助の幅を使って、必要な所を全て改修する方が増えてきており

ます。今後も、既に改修の予定をしている件が何件かございまして、このまま

では予算が不足すると見込みまして、今回、補正をさせていただいております。

以上です。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 分かりました。

次に、１１２ページですけれど、介護予防事業費の中で、先ほどの副町長の

説明で、開催されなかった部分の減額ということで、例えば、認知症予防講演

会講師謝礼、各種ボランティア謝礼については、当初予算をそのまま減額され
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ている状況ですけれど、これについてはまるきり開催されなかったということ

で、よろしいですね。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 認知症予防講演会については、開催を中止し

ましたので、全額減額しております。各種ボランティアの謝礼につきましては、

予定していたものがなごみ会と脳元気塾にボランティアをお願いする予定でし

たが、脳元気塾は開催を見送ったため、なごみ会は開催しているのですけれど、

時間をかなり短縮して調理も行わない形で開催していますので、ボランティア

の方たちには、参加者として参加していただき、ボランティア謝礼は支払いし

ない形で実施しております。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 分かりました。

次に、介護予防教室講師謝礼ですけれど、当初予算１９万４，０００円で今

回１０万円ぐらい減額しているのですけれど、これは、開催の回数を減らした

ためなのかどうか。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 介護予防教室については、夏と冬に運動と口

腔を合わせた教室を２回実施することを考えていたのですが、夏の教室の開催

を見送ったため、その分の講師謝礼を減額したものです。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 了解しました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第５７号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午前１０時５５分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

（午前１０時５５分再開）

◎ 日程７番 議案第５８号 令和４年度国民健康保険月形町立病院事業会計

補正予算（第４号）
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○ 議長 金子 廣司 日程７番 議案第５８号 令和４年度国民健康保険月

形町立病院事業会計補正予算（第４号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 議案書１１５ページをお開きください。ただ今、議

題となりました議案第５８号 令和４年度国民健康保険月形町立病院事業会

計補正予算（第４号）について、ご説明申し上げます。第２条 収益的収入

及び支出の予定額の補正でありますが、収入の部 １款 病院事業収益 １

項 医業収益、２，９０５万３，０００円増額、２項 医業外収益、２５５

万６，０００円増額、計３，１６０万９，０００円増額して、病院事業収益

の総額を６億９，１１０万円とするものであります。

支出の部 １款 病院事業費用 １項 医業費用、３，１６０万９，００

０円増額し、病院事業費用の総額を病院事業収益の総額と同額の６億９，１

１０万円とするものであります。第３条は、資本的収入の予定額の補正であ

りまして、１款 資本的収入 ３項 補助金、２７１万円増額し、資本的収

入の総額を４，０８９万１，０００円とするものであります。これに伴いま

して、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２，１９３万２，００

０円を１，９２２万２，０００円に、また、過年度分損益勘定留保資金につ

きましても、同様に改めるものであります。

１２６ページをお開きください。収益的収入及び支出の支出でございます。

１款 病院事業費用 １項 医業費用 １目 給与費、補正予定額６４５万

９，０００円、説明欄記載のとおりですが、これにつきましては、給与改定

等に係ります職員給与費の予算不足分の補正でございます。２目 材料費、

１，８６３万５，０００円増額、新型コロナ感染症拡大等によります使用薬

品等の増でございます。３目 経費、６５１万５，０００円増額、説明欄記

載のとおりですが、新型コロナ感染症の拡大や院内でのクラスター発生に対

応いたします関係経費の増加、それから、電気料金の高騰などによる経費の

増大に対応するものでございます。なお、１２７ページの１０節 賃借料、

１４１万１，０００円、その他借上料につきましては、人工呼吸器等の賃借

料でございます。

１２４ページをお開きください。収益的収入及び支出の収入です。１款 病

院事業収益 １項 医業収益 １目 入院収益、補正予定額２，９０５万３，

０００円増額、これまでの入院収益の実績、それから、今後の見込みを勘案

しての増額でございます。次に、２項 医業外収益 ５目 補助金、補正予

定額２５５万６，０００円増額、説明欄ですが、北海道からの感染症病床確

保促進事業費補助金でございまして、町立病院につきましては、新型コロナ
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ウイルス感染症患者等の入院医療を提供する医療機関としてみなされますこ

とによりまして、北海道から補助金が交付されるものであります。補助金の

交付額につきましては、北海道が認めました期間で、これも北海道が認めま

した病床数３６床に交付基準額７万１，０００円を乗じた金額２５５万６，

０００円でございます。

１２９ページをお開きください。資本的収入及び支出の収入です。１款 資

本的収入 ３項 補助金 １目 補助金、説明欄ですが、これも、北海道の

補助金でございます。感染症検査機関等設備整備費補助金でございます。町

立病院におきまして、新型コロナウイルス感染症検査機器２台を導入する予

定でおりまして、その導入予定経費２７１万円全額が北海道から補助される

ものでございます。なお、この機器の導入にあたっての予算につきましては、

規定の予算の残額により対応するものとして、今回は歳出の予算補正はござ

いません。

１１６ページに戻っていただきたいと思います。第４条 議会の議決を経

なければ流用することができない経費、給与費でありますが、６４５万９，

０００円増額し、４億１，２６８万３，０００円に改めるものであります。

次に、第５条 たな卸資産購入限度額につきましては、１億２３５万８，０

００円に改めるものであります。以上で説明を終わります。ご審議の程、よ

ろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第５８号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午前１１時 ４分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

（午前１１時１０分再開）

◎ 日程８番 議案第５９号 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について
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○ 議長 金子 廣司 日程８番 議案第５９号 職員の定年等に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 議案書１３５ページをお開きください。ただ今、議

題となりました議案第５９号 職員の定年等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について、ご説明申し上げます。議案第５９号は、地方公務員の

定年を令和５年度から現行の６０歳から２年に１歳ずつ段階的に引き上げ、

令和１３年度から６５歳とすること等を内容とする地方公務員法の一部を改

正する法律が、令和３年６月に成立いたしまして公布されておりますが、令

和５年度からの定年引上げに向け、定年年齢等を定める職員の定年等に関す

る条例の一部を改正しようとするものであります。

改正の概要は、定年の引上げ、管理監督職勤務上限年齢制の導入、定年前

再任用短時間勤務制の導入でありまして、主な改正条項についてご説明申し

上げます。第２章 定年制度におきましては、定年について規定する第３条

は、現行における職員の定年年齢６０歳を６５歳に改め、医師の定年年齢６

５歳を７０歳に改め、医師で特別の事情があると認める場合の定年年齢７０

歳を７５歳に改めるものであります。第４条は、定年による退職の特例につ

いて、特別な事由があると認めるときは、１年を超えない範囲で期限が延長

できることとし、その期限は３年を超えることができないことを規定してい

るものでございます。

続いて、１３７ページ、第３章 管理監督職勤務上限年齢制いわゆる役職

定年制でありますが、第６条は、管理職手当の支給される職を規定し、第７

条は、管理監督職勤務上限年齢いわゆる管理監督の職を降任する年齢は、６

０歳とする規定です。第８条は、管理監督職から他の職への降任等を行うに

当たっての配慮規定であります。次に、１３８ページ、第９条は、特別な事

由があると認めるときは、１年を超えない期間内で引き続き当該管理監督職

として勤務させることができ、通算３年を限度として更なる延長ができるこ

とを規定しております。次に、１３９ページ、第４章 定年前再任用短時間

勤務制ですが、現行の再任用制度が令和５年３月３１日限りで廃止されるた

め、その代替措置として導入されるものであり、第１２条は、６０歳超過職

員が６０歳到達日から定年年齢までの間に退職し、短時間勤務職員として再

任用することができる規定であります。次に、１４０ページ、第５章 委任

におきまして、附則に加える定年に関する経過措置の第３項は、令和５年４

月１日から令和１３年３月３１日までに段階的に引き上げられる定年年齢を

規定しております。
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１４１ページ、附則第１条ですが、これは、施行期日を規定しております。

第２条は、旧条例により勤務延長している職員に対する改正条例の施行日以

後に相当する事由がある場合、１年以内の期限で勤務を延長することができ

る等の経過措置を規定しております。次に、１４２ページ、第３条は、旧条

例により、再任用職員となっている者等について、新条例による暫定再任用

として採用することができる等の経過措置を規定しております。以上で説明

を終わります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第５９号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

◎ 日程９番 議案第６０号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例の制定について

○ 議長 金子 廣司 日程９番 議案第６０号 地方公務員法の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 議案書１４９ページをお開きください。ただ今、議

題となりました議案第６０号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、ご説明申し上げます。議

案第６０号は、地方公務員法の一部改正等を踏まえ、令和５年度から職員の

定年を６０歳から６５歳まで段階的に引き上げられるとともに、管理監督職

勤務上限年齢制、定年前再任用短時間勤務制等を設けられることに伴い、関

係する条例について、所要の改正を行うため、本条例を制定しようとするも

のであります。

本条例は、八つの関係条例の一部改正と一つの関係条例の廃止でありまし

て、それぞれの概要について、ご説明申し上げます。はじめに、職員の分限

についての手続及び効果に関する条例の一部改正でありますが、本条例の目

的「職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定するこ
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と」に、「降給」を加える規定であります。次に、職員の懲戒の手続及び効

果に関する条例の一部改正は、懲戒処分の言及について処分の発令後に給料

月額が変動した場合の取扱いを規定するものであります。次に、１５０ペー

ジ、職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、再任用短時間勤務

職員を定年前再任用短時間勤務職員に改めるなどの所要の改正。１５１ペー

ジから１５４ページは、附則に経過措置として新たに八つの項を加えるもの

で、管理監督職勤務上限年齢による給料月額の７割支給の他、定年前再任用

短時間勤務職員の給料月額等について定めております。１５４ページ、職員

等の旅費に関する条例の一部改正及び職員の寒冷地手当に関する条例の一部

改正は、地方公務員法の引用条文を改める改正です。職員の育児休業等に関

する条例の一部改正は、再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職

員に改めるなどの所要の改正であります。次に、１５５ページ、職員の勤務

時間、休暇等に関する条例の一部改正は、引用条文を改める等の改正です。

職員の再任用に関する条例につきましては、廃止いたします。月形町人事行

政の運営等の状況の公表に関する条例は、引用条文を改める改正であります。

附則ですが、この条例は、令和５年４月１日から施行するものでございます。

以上で説明を終わります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第６０号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午前１１時２０分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

（午前１１時２１分再開）

◎ 日程１０番 同意案第２号 月形町固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついて

○ 議長 金子 廣司 日程１０番 同意案第２号 月形町固定資産評価審査

委員会委員の選任についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。
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○ 議長 金子 廣司 町長。

○ 町長 上坂 隆一 議案書１５９ページをお開き願います。ただ今、議題

となりました同意案第２号 月形町固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いて、ご説明申し上げます。現在、月形町固定資産評価審査委員会委員の香

西博之氏は、令和５年３月４日をもって任期満了となりますが、固定資産評

価審査委員会委員に適任と考えており、再任いたしたく、地方税法第４２３

条第３項の規定により、本議会の同意をお願いするものであります。なお、

任期につきましては、令和５年３月５日から令和８年３月４日までの３年間

であります。以上で説明を終わります。ご同意いただきますよう、よろしく

お願いします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。同意案第２号は、原案のとおり同意することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり同意すること

に決定いたしました。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午前１１時２３分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

（午前１１時２３分再開）

◎ 日程１１番 諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに

ついて

○ 議長 金子 廣司 日程１１番 諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき

意見を求めることについてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 町長。

○ 町長 上坂 隆一 議案書１６１ページをお開きください。ただ今、議題

となりました諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつ

いて、ご説明申し上げます。現在、人権擁護委員の尾崎美世子氏は、令和５

年３月３１日をもって任期満了となりますが、人権擁護委員に適任と考えて

おり、引き続き、人権擁護委員をお願いすることとして、法務大臣へ推薦し

たく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、候補者の推薦にあたり本



令和４年第４回定例会 ２日目（１２月７日）

22

議会の意見をお伺いするものであります。なお、任期につきましては、令和

５年４月１日から令和８年３月３１日までの３年間であります。以上、提案

どおりご決定いただきますようよろしくお願い申し上げます。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

○ 議長 金子 廣司 お諮りいたします。諮問第２号は、この際、討論を省

略し、適任としたいと思います。

これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、諮問第２号は、適任とする意見で答

申することに決定いたしました。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午前１１時２５分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

（午前１１時２５分再開）

◎ 日程１２番 発議第３号 月形町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について

○ 議長 金子 廣司 日程１２番 発議第３号 月形町議会議員の議員報酬

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 大釜 登議員。

〇 議員 大釜 登 発議第３号をご覧願います。発議第３号 月形町議会

議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、上記議案を、地方自治法第１１２条第１項の規定により提出するもの

です。令和４年１２月６日の提出です。賛成者として、月形町議会議員 我

妻 耕議員、同じく東出善幸議員の両名の賛同を得ておりますことを申し添

えます。

提案理由を説明します。月形町議会議員の期末手当につきましては、月形

町常勤特別職の期末手当と同様に人事院勧告に基づくほか、議会改革の議論

を行う中で改定を行ってきたところであります。令和４年８月８日に人事院

から給与改定について国に勧告し、これを受けて１０月７日付けで人事院勧

告どおり国家公務員の給与の改定を行う閣議決定がなされ、１１月１１日に

法案が成立しました。これらを踏まえ、月形町常勤特別職及び月形町職員の

動向も勘案しながら、議員の期末手当の改定について検討した結果、人事院
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勧告に準拠して議員の期末手当の改正を行うこととし、本条例の一部改正を

提案するものであります。

改正の内容について説明します。改正内容は、期末手当を０．１月引き上

げるもので、第１条として令和４年度の１２月に支給する期末手当の率を「１

００分の２１５」から「１００分の２２５」に改め、第２条として令和５年

度からの６月及び１２月の期末手当の支給率を「１００分の２２０」に改め

るものです。附則として、この条例は、公布の日から施行し、第２条の規定

については、令和５年４月１日から施行するものです。また、第１条の改正

後の規定は令和４年１２月１日から適用するものです。以上、提案理由の説

明とさせていただきます。ご審議の程、よろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 お諮りいたします。本件につきましては、この際、質

疑、討論を省略し、原案のとおり可決したいと思います。これにご異議ござ

いませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、発議第３号は、原案のとおり可決す

ることに決定いたしました。

◎ 日程１３番 会議案第４号 議員派遣について

○ 議長 金子 廣司 日程１３番 会議案第４号 議員派遣についてを議題

といたします。

議員派遣については、会議規則第１２９条の規定により、お手元に配付し

たとおり決定したいと思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」

の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり決定いたしま

した。

○ 議長 金子 廣司 以上で、本定例会に付議されました議案の審議は、全

て終了いたしました。会議を閉じます。これをもって、令和４年第４回月形

町議会定例会を閉会いたします。

（午前１１時３０分閉会）


