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会議に付した事件は次のとおりである。 
 議案第１ 号 平成２４年度月形町一般会計補正予算（第６号） 
 議案第２ 号 平成２４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３ 号 平成２４年度月形町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号） 
 議案第４ 号 平成２４年度月形町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 
 議案第５ 号 平成２４年度月形町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号） 
 議案第６ 号  平成２４年度国民健康保険月形町立病院事業会計補正予算

（第２号） 
 議案第７ 号 常勤特別職の職員の給与及び旅費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８ 号 非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 
 議案第９ 号 町営草地事業基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止

する条例の制定について 
 議案第１０号 月形町難病患者等居宅生活支援事業条例の一部を改正する条

例の制定について 
 議案第１１号 月形町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

の基準等に関する条例の制定について 
 議案第１２号 月形町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の制

定について 
 議案第１３号 月形町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について 
 議案第１４号 月形町廃棄物の処理及び清掃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１５号 月形町道路の構造の技術的基準等に関する条例の制定につい

て 
 議案第１６号 月形町準用河川管理施設等の構造の基準に関する条例の制定

について 
 議案第１７号 月形町道路占用料条例の一部を改正する条例の制定について 
 議案第１８号 月形町営住宅高齢者等向け住宅条例の一部を改正する条例の

制定について 
 議案第１９号 月形町営住宅等整備の基準に関する条例の制定について 
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 議案第２０号 月形町暴力団の排除の推進に関する条例の制定について 
 議案第２１号 団体営土地改良（月形地区維持管理）事業の計画変更につい

て 
 議案第２２号 団体営土地改良（中小屋地区維持管理）事業の計画変更につ

いて 
 議案第２３号 石狩川流域下水道効果促進事業（汚泥等受入施設建設事業）

に対する支援に関する事務の委託について 
 議案第２４号 平成２５年度月形町一般会計予算 
 議案第２５号 平成２５年度月形町国民健康保険事業特別会計予算 
 議案第２６号 平成２５年度月形町農業集落排水事業特別会計予算 
 議案第２７号 平成２５年度月形町介護保険事業特別会計予算 
 議案第２８号 平成２５年度月形町後期高齢者医療特別会計予算 
 議案第２９号 平成２５年度国民健康保険月形町立病院事業会計予算 
 諮 問 第 １ 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 笹木 英二 ただ今の出席議員は１０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。 
  これにより本日をもって招集されました平成２５年第１回月形町議会定例

会を開会いたします。             （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１号はお手元に配布のとおりであります。（別紙のとおり） 
 
◎ 日程１番 会議録署名議員の指名 
○ 議長 笹木 英二 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 

金 子 廣 司 君 
大 釜   登 君 

の両君を指名いたします。 
 
◎ 日程２番 会期の決定 
○ 議長 笹木 英二 日程２番 会期の決定を議題といたします。 
  先に議会運営委員会委員長から本定例会の運営について報告の申し出があ

りましたので、これを許します。 
○ 議長 笹木 英二 議会運営委員会委員長 宮元 哲夫君、報告願います。 
○ 議会運営委員会委員長 宮元 哲夫 議長の許可をいただきましたので、

平成２５年第１回定例会の運営について、去る２月２６日に議会運営委員会を
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開催いたしましたので、その協議結果を報告いたします。 

  委員会には議長にも出席いただき、副町長の出席を求め、本定例会に提案

される議案等の説明を受け、日程及び運営について協議いたしました。 

  はじめに会期でありますが、本定例会に付議され提案される議案は、議会

提案として委員会報告１件、意見案２件、会議案１件を予定、町長提案は平成

２５年度町政執行方針並びに教育行政執行方針、平成２４年度各会計補正予算

６件、一般議案１６件、平成２５年度各会計予算６件及び予算関連議案２件、

合わせて３０件であります。これらを踏まえ、本定例会の会期は本日から３月

２１日までの１７日間といたしました。 

次に一般質問についてでありますが、３月１３日、１４日の２日間を予定、

通告期限は３月７日正午としております。一般質問の質問回数は原則４回まで

として、その他は会議規則に基づいて行いますので、活発な議論をお願いいた

します。 

  次に議案等の審査要領についてでありますが、町長提案の２２件は本会議

で審議することとし、平成２５年度各会計予算６件及び予算関連議案２件につ

きましては一括提案とし、議長を除く全議員による予算特別委員会を設置し、

これに付託し、休会中の審査とすることにいたしました。 

  次に本日予算特別委員会を開催し、正副委員長の選任、審査日程の協議を

行い、１５日から開催される委員会で各課長等から説明を受け、質疑を行うこ

とにいたしますが、日程については精力的に進めていただくことをお願いいた

します。 

  以上、第１回定例会の議会運営に関する協議結果について報告いたします。                       

○ 議長 笹木 英二 以上で議会運営委員会の報告を終わります。 
 お諮りいたします。本定例会の会期は、ただ今、議会運営委員会委員長か

ら報告のとおり、本日５日から２１日までの１７日間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 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって会期については、本日

から２１日までの１７日間とすることに決定いたしました。 
 
◎ 日程３番 諸般の報告 
○ 議長 笹木 英二 日程３番 諸般の報告を行います。議長会務報告・例

月出納検査結果報告・定例監査等結果報告はお手元に配布のとおりでありま

すのでご覧願います。 
  次にまちづくり常任委員会の閉会中における所管事務調査報告があります

ので、委員長の報告を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 まちづくり常任委員会委員長 鳥潟 真二君、報告願
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います。 
○ まちづくり常任委員会委員長 鳥潟 真二 まちづくり常任委員会所管事

務調査報告を行います。 

  調査事件は総務課所管２件、保健福祉課所管２件、住民課所管１件、産業

課所管３件、計８件であります。 

  調査経過、調査内容及び結果については、配付済み報告書に詳しく記載し

ておりますので、ご確認いただきたいと思います。私からは所見についてご報

告申し上げます。 

  総務課所管の１点目、町民参加による防犯対策の推進についてであります。

月形町安全で安心なまちづくり条例及び月形町交通安全基本条例の周知がな

され、防犯対策の普及啓発が向上しているものと評価します。とりわけ交通安

全に対する意識は高く、多くの団体・町民に深く浸透していると判断します。

一方で課題も見られます。交通安全の指導において幼稚園と保育園では対応に

違いが見えます。所管が異なるとは言え、組織間の連携、連絡体制の強化によ

り改善は可能であると判断します。また、交通安全指導員をはじめ防犯・防災

に係る各団体とも人員の確保に大変苦慮しています。今後においては人員の募

集方法、組織の規模などの見直しを含め検討が必要と判断します。 

  ２点目は、防災啓発と町民防災力の向上についてであります。防災情報の

伝達については、ＩＰ告知端末機設置により迅速な情報供給が可能になったと

評価します。課題としては、ホームページの活用が不十分と言えます。また、

農業が基幹産業である本町では、屋外作業の頻度が非常に高く、広報車による

広報活動も有効と言えます。これまでも指摘のあった放送内容の確認に困窮す

ることが多く、広報車による広報活動の工夫と改善を期待します。また、災害

発生及び災害が見込まれる場合、速やかな対応が求められます。初期における

正確な情報の伝達と共有が大変重要と言えます。庁舎内における連絡体制等に

ついて課題があると懸念します。早急な対応が求められます。 

  保健福祉課所管の１点目であります。健康増進計画についてであります。

計画の構成・計画の特徴や保健事業の展開など具体的であり、目標の設定も明

確に示された計画内容であると評価します。課題としては、実践に向けて今後

益々、行政組織をはじめ関係団体等との連携強化が求められます。また、広く

町民の理解を深め計画の推進を図るために単年度における設定も必要である

と判断します。 

  ２点目は、医療と保健事業との連携についてであります。町民の健康維持・

健康管理支援を推進するには、医療機関と保健事業機関との連携が大変重要で

す。また、事業内容によっては教育及び社会福祉関係機関等との連携も求めら

れます。医療費負担が増加する中、これまで以上予防医療に係る期待が高まり
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ます。医療と保健事業、各関係機関との連携を深め、有効な事業推進が図られ

る事を強く希望します。 

  次に、住民課所管、子育て支援及び少子化対策についてであります。どさ

んこ・子育て特典制度事業は、全道で４７市町村、空知管内で１０市町が実施

しています。本町における利用率は過去３箇年平均で９８．６％と非常に高く、

本事業は商工業振興にも寄与していると判断します。今後においても事業の継

続に期待します。一方で、保育所で実施している子育て支援事業については、

課題もあります。支援事業内容・事業実施の全てを保育所に委ねています。特

色あるより有効な支援事業を推進するために、町と保育所との連携をより深め

ることが重要と判断します。また少子化対策は月形町の未来と希望の持てるま

ちづくりにおいて大変重要な課題と言えます。全町的な議論と対策が必要であ

ると判断します。 

  次に、産業課所管の１点目、商工振興への支援についてであります。商工

振興活動、消費流出対策への支援については一定の効果が見られると評価しま

す。プレミアム商品券支援事業では消費流出及び消費拡大対策と、町民生活へ

の支援対策として、大きな成果があると判断します。一方で課題も見られます。

実施事業の検証において「商工会事業報告」が重要視される一方、町独自の検

証が不十分と言えます。商業者や消費者等の要望に応えるために、様々な観点

からの検証と検討が必要と判断します。市街地の空洞化については、不在地主

への対応について課題が見られます。不在地主に対する意向調査は基より、現

状を踏まえ不在地主に対して町側からの情報提供も重要と言えます。また、ま

すます増加傾向にある空き家対策も急がれます。老朽危険家屋の増加は周辺環

境への悪影響はもとより、安全・安心のまちづくりの観点からも大きな課題と

なります。対応が急がれると判断します。 

  ２点目の平成２４年度農産物の生産状況について、３点目の豪雪による農

業生産への影響については、関連がありますので、合わせて報告します。記録

的な大雪により営農への影響が懸念される中、農業生産において必要不可欠な

農業用パイプハウス被害に対する支援策は、大変有効であったと高く評価しま

す。農業者各位の努力もあり作付面積と取扱量・販売額に差はあるものの、全

体的には前年並みか一部で前年を上回る取扱量となりました。農業用パイプハ

ウス復旧に対する支援は生産意欲の維持に効果があったと評価します。一方で、

パイプハウスの被害が大きかった施設園芸作物については、作付戸数・作付面

積及び販売額が減少傾向にあります。月形町の農作物取扱高で代表的な施設園

芸作物の生産低下は、基幹産業である農業の今後における政策に大きな影響が

懸念されます。多方面からの検証と検討が求められると判断します。 

  以上を持ちまして、まちづくり常任委員会所管事務調査報告を終わります。 
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○ 議長 笹木 英二 以上で委員会報告を終わります。 
 
◎ 日程４番 行政報告 
○ 議長 笹木 英二 日程４番 行政報告を行います。行政報告はお手元に

配布のとおりでありますのでご覧願います。 
○ 議長 笹木 英二 以上で行政報告を終わらせていただきます。 
 
◎ 日程５番 議案第１号 平成２４年度月形町一般会計補正予算（第６号） 
○ 議長 笹木 英二  日程５番 議案第１号 平成２４年度月形町一般会

計補正予算（第６号）を議題といたします。 
提出者の説明を求めます。 

○ 議長 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 
  補足説明 
  議案書８ページ、第２表 繰越明許費の補正です。追加です。６款 農林

水産業費 １項 農業費 月浜地区経営体育成基盤整備事業から中小屋東地

区経営体育成基盤整備事業の４事業、２項 林業振興費 分収造林事業、８款 

土木費 ２項 道路橋梁費 町道新設改良事業、これにつきましては、市北第

二線歩道造成事業でございます。１０款 教育費 ５項 保健体育費 総合体

育館整備事業、総合体育館耐震改修事業、以上８事業、総額２億２,９５６万

３,０００円を次年度へ繰越しさせていただくものでございます。 
第３表 債務負担行為の補正です。追加です。広報つきがた印刷製本業務か

ら総合体育館管理関係業務までの１０業務を追加するもので、期間、限度額に

ついては、記載のとおりでございます。 
  廃止です。平成２４年度農業経営基盤強化資金利子補給金については、利

用がなかったということで廃止させていただくものでございます。 
  第４表 地方債の補正です。追加です。市北第二線歩道造成事業から総合

体育館整備事業までの３事業を追加するもので、限度額、起債の方法、利率、

償還の方法については、記載のとおりでございます。 
  変更です。臨時財政対策債につきましては、国の額の確定に伴う変更減と

するものでございます。合併処理浄化槽設置整備事業から北農沢川災害復旧事

業までの１０事業につきましては、事業の確定に伴う補正でございます。起債

の方法、利率、償還の方法については、変更ございません。 
  ２ 歳入です。１０款 地方交付税 １項 地方交付税 １目 地方交付

税５,１５８万８,０００円の補正増について、１節の内容のとおりです。今回

の補正により普通交付税の総額は１８億９,１９２万４,０００円を計上させて
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いただいているところでございます。国から１８億９,２５８万８,０００円を

決定いただいている中で、予算留保額が６６万４,０００円となっております。

１４款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 ４目 総務費国庫補助金１億３,４
７５万６,０００円の補正増について、１節の地域の元気臨時交付金を計上さ

せていただきました。これにつきましては、市北第二線歩道造成事業、総合体

育館耐震改修事業、また総合体育館整備事業に伴う国からの交付金でございま

す。１５款 道支出金 ２項 道補助金 ７目 土木費道補助金３,９０８万

１,０００円の補正増について、１節、２節の内容のとおりです。２節の住宅

費補助金につきましては、総合体育館耐震改修工事に伴う交付金でございます。

１６款 財産収入 ２項 財産売払収入 １目 不動産売払収入１,０１１万

９,０００万円の補正増について、１節の内容のとおりです。これにつきまし

ては、白陽団地３区画分の売り払いによるものでございます。１８款 繰入金 

１項 基金繰入金 １目 財政調整基金繰入金８,０００万円の補正減につい

て、１節の内容のとおりです。これにつきましては、当初予算で財政調整基金

から８,０００万円を取り崩す予定となっておりましたが、取り崩しをしない

で済むということで、全額補正減とするものでございます。２０款 諸収入 

４項 受託事業収入 ２目 農林水産業費受託事業収入３２８万９,０００円

の補正増について、１節、２節の内容のとおりです。２節の林業費受託事業収

入につきましては、分収造林事業による補正増となっております。２１款 町

債 １項 町債 １目 総務債１,３４２万３,０００円の補正減について、１

節の内容のとおりです。これにつきましては、起債でも説明しましたが臨時財

政対策債、国の額の確定に伴う減でございます。２目 衛生債１,４００万円

の補正減について、１節の内容のとおりです。これにつきましては、一般廃棄

物処理施設広域整備事業により主に建設費の減による補正となっております。

７目 教育債２,７４０万円の補正増について、１節の内容のとおりです。こ

れにつきましては、総合体育館耐震改修事業、総合体育館整備事業の起債を新

規に計上させていただきました。 
  ３ 歳出です。２款 総務費 １項 総務管理費 ２目 職員給与費１,０
３６万６,０００円の補正減について、２節から１９節の内容のとおりです。

説明欄中、特別職給につきましては、副町長不在期における減、一般給与費で

は退職職員３名分の減となっております。４項 選挙費 ２目 町長選挙費３

７６万６,０００円の補正減について、１節から１４節の内容のとおりです。

これは町長選挙無投票による減でございます。３款 民生費 １項 社会福祉

費 １目 社会福祉総務費１３７万４,０００円の補正増について、１節から

２０節の内容のとおりです。２０節の扶助費につきましては、障害者自立支援

医療費給付、障害福祉サービス費等給付の居宅介護・生活介護・グループホー
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ム等の共同生活介護など各給付事業の実施精査による増となっております。２

目 老人福祉費７４５万５,０００円の補正減について、８節から２８節の内

容のとおりです。２０節の扶助費の減につきましては、老人福祉施設入所者事

業の関係で施設入所者の減によるものとなっております。２項 児童福祉費 

１目 児童福祉総務費１,７４５万８,０００円の補正減について、１節から２

０節の内容のとおりです。２０節の扶助費の減につきましては、子ども手当給

付事業の関係で国の制度改正により子ども手当から児童手当に変更になった

ことから、子ども手当分を減額するものでございます。４款 衛生費 １項 

保健衛生費 １目 保健衛生総務費３,２９７万円の補正増について、１９節、

２８節の内容のとおりです。なお１９節の負担金補助及び交付金につきまして

は、説明欄に記載しております外来収益の減に伴います病院事業会計繰出金で

ございます。２項 清掃費 ２目 塵芥処理費１,８９８万５,０００円の補正

減について、１１節から１９節の内容のとおりです。１９節の負担金補助及び

交付金につきましては、説明欄に記載しております岩見沢市・美唄市との一般

廃棄物処理施設広域整備における平成２４年度分の建設費等に伴う本町分負

担金の減でございます。６款 農林水産業費 １項 農業費 ２目 農業振興

費７７６万１,０００円の補正減について、７節から１９節の内容のとおりで

す。１９節の負担金補助及び交付金につきましては、主に農業振興事業、農業

用施設復旧支援事業の額の確定に伴う減額となっております。７款 商工費 

１項 商工費 １目 商工業振興費２５４万６,０００円の補正減について、

８節から１９節の内容のとおりです。１９節の負担金補助及び交付金につきま

しては、商工振興事業について商工会で主に道の補助金が上がったことによる

町負担分の補助金の減となるものでございます。８款 土木費 ２項 道路橋

梁費 ２目 道路新設改良費１,４７５万１,０００円の補正増について、１１

節から２２節の内容のとおりです。説明欄中、町道新設改良事業の手数料から

市北第二線用地買収費まで１,５３７万８,０００円ほどありますが、これにつ

きましては、臨時交付金の事業ということで繰越しさせていただくものでござ

います。４目 除雪対策費２,１９３万５,０００円の補正増について、１１節

から１８節の内容のとおりです。１３節の委託料で増になっていますが、今年

の大雪に伴う補正増、町道雁里中央線外除雪業務では、１月末現在、契約額の

８３．６％執行、町道及び公共施設除排雪業務では、１月末現在、７５．６％

執行させていただいております。その中で２月、３月分につきまして足りない

であろうということで、補正させていただくものでございます。４項 住宅費 

１目 住宅管理費２６万２,０００円の補正減について、１１節から２９節の

内容のとおりです。１９節の負担金補助及び交付金の減につきましては、定住

化促進事業のあんしん住宅確定に伴う減でございます。９款 消防費 １項 
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消防費 １目 消防費４７３万３,０００円の補正減について、１９節の内容

のとおりです。岩見沢地区消防事務組合負担金の減によるものでございます。

１０款 教育費 ５項 保健体育費 ２目 体育施設費１億９,３９２万３,０
００円の補正増について、１５節、１８節の内容のとおりです。１５節の工事

請負費ですが、総合体育館耐震改修事業ということで、耐震改修等電気設備工

事に要する経費が１億２,１２４万４,０００円となっております。下段の総合

体育館整備事業ということで、耐震改修以外の本体の改修、また地下タンク・

受電設備・プール棟の屋根吹替工事にかかる経費を計上させていただいており

ます。備品購入費につきましては、トレーニングルームの機器類を計上させて

いただいております。 
○ 議長 笹木 英二 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 笹木 英二 金子廣司君 
○ 議員 金子 廣司 ７９ページ、除雪対策経費において除雪業務執行が８

３．６％ということで、お金をある程度使い切って単純に足りないから補正を

組むという考え方でいいのか、教えてください。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 久慈 富貴 先ほど副町長の説明のとおり、当初予算から町道

雁里中央線外除雪業務８３．６％執行、町道及び公共施設除排雪業務７５．６％

執行ということで、これは１月末現在の支払いということで、昨年並みの雪が

降るということになると２月、３月分の支払いができないということで、その

分を補正したということでございます。 
○ 議長 笹木 英二 金子廣司君 
○ 議員 金子 廣司 そうすると当初予算からの執行で中身を確認・精査し

て足りないから補正すると理解していいのか。お金を予算組みしたからポンと

渡したという考え方なのか。聞きたいのは、当初予算４,７００万円程度を組

んでいると思いますが、燃料等やオペ代を見たときこれが足りなくなるから新

たに補正を組むということなのか。つまり積算根拠があって時間当たりいくら

ということできちんとやっていると思いますが、知りたいのは実際に使われて

いる燃料、実際に現場に携わっている人間の労働単価をきちんと把握してこれ

だけの予算執行がされ、足りないからこれだけ組むということで載せているの

か。単に設計上で見て上がってきた日報でお金をポンと出して補正を組んでい

るのか。なぜこのような質問をするのかというと、私も実際に調べて燃料等の

確認もしました。実際に２月２６日時点の金額も確認しました。その中であま

りにも当初予算との中身の差が大きすぎる。当初予算の中で間に合うとは言わ

ないけれど、これほどの補正を組まなくてもできると考えました。ですからこ
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の補正が不足分だけが行って金が残るのか。それともこれをそっくりそのまま

出してしまうのか、それをお聞きします。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 久慈 富貴 設計につきましては、過去５年間の平均値ですか

ら昨年の大雪は加味されておりませんので、平年並み４千数百万円台の設計額

になっております。これは道の単価を採用させていただいております。除雪車

１時間当たりに燃料費も組み込まれており、毎月の燃料費はこちらに上がって

くるものではありません。そこで中身を確認してということがございましたが、

毎月、タコメーターにより稼動時間が各車上がってきますので、その積み上げ

としてトータル時間数で金額が出てくる作業をしております。今後の見込みと

して昨年並みの大雪、１２月は昨年より降雪量もあり降り方も若干違っていま

すので、現在２メートル数センチほどで先年より少ないですが、やはり昨年並

みということも想定した中で、昨年並みの時間を今回の補正で上げていますが、

今後の降り方によってはその都度、毎月の集計がタコメーター時間数で上がっ

てきますから、今回この補正をしたからといってこれを全て払ってしまうとい

うものではなく、逆にもっと多くなれは足さなければならないかもしれません

ので、あくまでも車両稼動時間で変わってくるということで、ご理解願いたい

と思います。 
○ 議長 笹木 英二 金子廣司君 
○ 議員 金子 廣司 今の答弁を聞くと補正を組んでいてもこれが全部行く

ものではないということで理解したいのですが、それでいいということで、そ

うした時にもう一回確認したいのですが、委託してお金を出しているわけだか

ら、タコメーターではなく実際にどれだけのものが生でかかっているのかとい

う検証も何もしていない。今までいつも疑問に思ったことですが、行政側とし

ては委託の中身を一切チェックしていない。実際の生の姿を検証していない。

ただ金を出して丸投げして行政は何も関係ない。そしてちょっと言えば越権行

為である。何が越権行為ですか。委託しているのだからそのお金が適正に運用

されているのかチェックもできないという予算の組み方、金の出し方、出すこ

とはやぶさかでないけれど中身がきちんと精査できていないという怠慢。ただ

このように補正に上がってくる。認めてくれ。ある程度理解もするけれども、

私も疑問に思って調べたらあまりにも差がありすぎる。それをもう少しきちん

と調べた上で実際にこれだけかかったからやむを得ないということで決算の

段階で出してもらわなければ、これは問題提起としてどの委託に関しても言い

ますが、それがちゃんと適正に使われ支払われているものでないと、町長がい

つも言われている本当に住みやすいまち・みんなが笑顔で明るいまちにはなら

ない。やはり雇用の場を作るのも行政の責任であるし、またわが町に住んでい
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る人たちはここで生活しているわけだから行政の関わりは大きいと思う。今回

の補正も別に認めないわけではない、認めますけれども、先ほど課長も言われ

たとおりきちんと精査して、残るものは残すという答弁をいただきましたので、

全額行くとは思いませんので、一応の一定の理解はします。ただお願いします。

実際の現実の中身をきちんと把握してください。その上できちんともう一回、

道の時間当たりを使うのではなく現実に即したわが町の身の丈にあった支払

い、町長がいつも言っている身の丈にあったということが一番の基本なので、

うちの町は自立宣言したのですから、そうしたら無駄な金は作らないかたちの

ものをお願いしたいです。その辺はそれでよろしいですか。課長でもいいし町

長でもいいので、答弁してもらえませんか。 
○ 議長 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 ただ今の金子議員の言われることは私も十分に理解

するところでございます。ただ通常、一般的にこれは除雪の委託業務ですが、

それでは工事請負だったらどうなのか。やはり町としてはそのようなことも考

えるわけでございます。工事請負であれば当然、道からいただく標準的な普通

作業労務賃金または資材等の単価を使用し、経費率についても一般的なものを

利用して工事発注、積算します。工事に至っては当然労務者を使うわけですか

ら、日当たりの単価がまともに支払われているか。また工事請負ですから資材

等も使うと思いますが、その資材等も道の単価を使用してはじくのですが、分

かりませんけれどもひょっとしたら業者が安く購入している場合もあります。

生コンについてもそうです。そういったもの全てに介入するか、しないかとい

うことは、非常に難しいところがあると思います。このような委託業務につき

ましても、その他測量関係業務、設計業務それぞれ労務単価による積算・経費

率で積算しております。そのような業務に関しても町が業者に対し、労務単価

を実際に支払っているかどうか調査することについては、現在のところ非常に

難しいところがあると判断しているところでございます。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩します。     （午前１０時５５分休憩） 
○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開します。 
                        （午前１０時５９分再開） 
○ 議員 金子 廣司 了解しました。 
 
○ 議長 笹木 英二 他に質疑ございませんか。 
 
○ 議長 笹木 英二 大釜 登君 
○ 議員 大釜  登 ４９ページ、雑入で共済から１,７００万円ほどお金が
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入っていますが、昨年６月定例会で町の公共施設、建物の補修に２,７００万

円ほどの補正を組んだと思いますが、この公有物件について今回補修した分と

しない分で保険の適用になったものが何％ぐらいなのか。持ち出しがどのぐら

いあったのか、その数字が分かれば教えていただきたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 ただ今の質問ですが、公有物件建物災害共済金１,７
１８万６,０００円が計上されております。大釜議員見込みのとおり昨年の雪

害に伴うものが２０施設入っております。申し訳ないですが昨年の補正額が頭

に入っておりませんので、金額がどうなのかと言われますとちょっと弱いとこ

ろがありますが、雪害によるものが１,７０６万５,３５５円その他１件、実は

コスモス団地の物置のドアが盗難で悪戯だったかどうか分かりませんが、物置

のドアの改修に１２万７５０円これを含めて１,７１８万６,０００円となって

おります。それと後ほど出てきますが農集会計補正予算の１５７ページに記載

されております公有物件建物災害共済金１０万９,０００円、これは農業集落

排水施設処分場１件で、発電室の窓ガラスが破損したということです。これと

先ほどの２０施設分を合わせたものが、今回の雪害による共済保険金となって

おります。 
○ 議長 笹木 英二 大釜 登君 
○ 議員 大釜  登 ただ今２０件分の共済金ということで答弁をいただき

ましたが、保険を掛けないで町単費で補修した物件はどのぐらいあったのかと

いうことは、今、確認できますか。 
○ 議長 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 ほとんどの物件が保険の適用になっております。保

険金額につきましては、改修・補修したお金については１００％入ってくるこ

とになっております。違いますのが北農場行政区にお貸ししていた車庫が全損

になったということで、町では３２万５,５００円ほどで取り壊しましたが、

これにつきましては共済から９６万１,０００円ほど入ってくる予定になって

おります。それと大変申し訳なかったのですが、旧町営スキー場のロッジがあ

りましたが、これにつきましては３７８万円で取り壊しましたが、これについ

ても共済から１,２００万円ほど入ってくる見込みとなっております。その他

補修については、補修した金額をもって共済から支払われることになっており

ます。 
○ 議長 笹木 英二 大釜 登君 
○ 議員 大釜  登 もう一点、確認しますが、副町長の説明で今ほど北農

場の車庫の説明があって、北農場では共済から９６万１,０００円が入ってく

るということでしたが、そうなると北農場車庫解体撤去負担金として行政区か
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ら１６万２,０００円を支出していると思いますが、共済から９６万１,０００

円で実際の解体費用が３２万５,０００円であるなら、これは契約なら仕方が

ないのですが、行政区が１６万２,０００円を支払っているということで、行

政区側はこれで納得すると思いますか。９６万円なにがしの保険金が入ってい

て、３０万円の工事代金を払って、行政区からまた１６万２,０００円をいた

だくことになれば、理屈としては保険金であるから仕方がないと思いますが、

ちょっと合点がいかないのですが、どのようにお考えですか。 
○ 議長 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 共済から９６万１,０００円が入ったというのは、あ

くまでも損失に対する補償ということで、本来あるべきものがなくなったから

であって、北農場行政区と私どもは取り壊し代を折半にいたしましょうという

ことで、北農場車庫解体撤去負担金として北農場行政区から半額の１６万２,
７５０円ほどいただいております。これは私どもの管理責任また北農場行政区

の管理責任ということで、折半で解体させていただいたということです。物が

なくなったわけですからそのための補填であるということをご理解いただき

たいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 大釜 登君 
○ 議員 大釜  登 了解しました。もう一点、８８ページ、体育施設費、

今回の交付金で体育館耐震改修や整備をすると思いますが、その中で備品購入

費１,７０１万２,０００円計上されています。先ほどの説明でトレーニング機

器の入れ替えということでしたが、トレーニングルームの利用頻度は一日何人

ぐらいの利用があるのかというデータは持っていますか。かなりの額なので国

からの交付金でやるのであればいいですが、必要ない物品を取り替えるのはど

うかと思いますし、利用価値があれば必要であると思いますが、私も何回か行

っていますが、それほど利用している人もいないので、これについて説明願い

ます。 
○ 議長 笹木 英二 教育次長 
○ 教育次長 清水 英俊 ただ今の大釜議員のご質問ですが、トレーニング

ルームの機器の利用頻度ということですが、現在のトレーニングルームと言わ

れている部分につきましては、トレーニング機器数が少ない状況であり、利用

状況としては、随時解放しているのですが、ほとんどないという状況でありま

すが、定期的にトレーニングルームに行ってストレッチ等を行っている方もい

るということです。それと今年度はなるべく活用してほしいということから、

実は体力ＵＰチャレンジ教室ということで９月２０日から８週間に渡って解

放事業も実施していますが、毎回、利用者が少なく、１名から２名程度という

のが現在の状況でございます。 
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○ 議長 笹木 英二 大釜 登君 
○ 議員 大釜  登 了解しました。 
○ 議長 笹木 英二 他に質疑ございませんか。 
 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 今の質問と関連するのですが、トレーニング備品の購

入についてですが、今、大釜議員からは利用頻度について問われていましたが、

そうではなく、わざわざこれだけのお金を掛けて備品を購入する意図には何か

あって、その後の事業展開も考えていると思いますが、今回の総合体育館を改

修するに当たって今まで通りの耐震化や綺麗にするということなのか。それと

も何か機能を付随させて新しい事業展開をするのか。そういうもくろみがあっ

て予算計上されたのか。本来は補正予算ではなく新年度予算に取り組むべきこ

とだけれど、補助金の関係があってここに入れ込んでいると推察できますので、

どなたが答えるのがいいのか分かりませんが、そういう事業展開を考えられて

いるのであれば、そこをお伺いいたします。 
○ 議長 笹木 英二 教育次長 
○ 教育次長 清水 英俊 今、宮下議員のご質問ですが、今回のトレーニン

グ機器購入につきましては、現在あるトレーニング機器も老朽化して古いとい

うこともございます。主な内容として購入するものがランニングマシーン・エ

アロバイク・ステップマシーン・ウエートトレーニングマシーンを今回導入さ

せていただくということでございます。月形町健康増進計画にもありますが、

健康意識調査によっても運動を開始する時間・施設・場所が少ないということ

もありますし、運動を始めたい・続けたいと思う割合がアンケート調査では男

性４４．５％、女性７８％ということですが、施設・場所が町内にないという

のが実態ですので、これを改善させていただき、耐震改修・整備工事を合わせ

ましてトレーニングルームの壁、床を補修させていただき、新しいトレーニン

グ機器を導入して効率的な運動が可能な環境を整えたいということでござい

ます。今後の展開としては、本年度つきがた健康づくり・体力づくり推進事業

ということで、教育委員会主導でヘルシー・ミーティング、ヘルシー・アカデ

ミーなど毎月、最初の体力測定を含めまとめまで１０回行っております。これ

にも機器等を使っての予防もありますが、町民からトレーニングマシーン等の

機器がないので導入を望まれているという声もありますし、町外でトレーニン

グされている方もいると聞いていますが、町内に施設がないということから場

所の提供をここでさせていただきたいと思っています。当然、機器が導入され

るわけですから今後は教育委員会運動教室の開催等をおこなって行きたいと

思っていますし、町民の皆さんにも広くＰＲして、身近にある総合体育館のト
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レーニングルームの活用を進めて行きたいと思っておりますので、宜しくお願

いいたします。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 今のことで全体的な計画が分かりましたので、本来、

そのような説明がなければ、これだけの予算を付けるものにはならないと思い

ます。先ほども言いましたように補助金の関係で前倒しになったような事業で

あると思いますので、今回の補正に上がるときでもいいですし、それ以前の委

員会や全員協議会で執行方針に含まれていない事業で大きい展開をされると

きは、きちんと説明した上で展開していってほしいと考えます。そこで今は教

育委員会からの説明でしたが、先ほど言われた健康増進計画に基づいてという

ことだったので、福祉や保健との連携を十分に活用されると考えてよろしいの

でしょうか。そこだけ確認させてください。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 今、次長から説明がありましたが、大きくは町民の

体力づくり・健康づくりに寄与することが目的になります。ご承知の通り今年

度から年十数回のヘルシー・アカデミーということで体力づくり・健康づくり

に取り組んでいます。その中にも高齢者の方々も多く来ておりますので、次年

度以降もそのようなかたちで展開したいと考えております。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 聞きたかったのは高齢者が利用しているということで

はなくて、この事業自体の展開が福祉や医療ときちんと連携して進められるか

ということで、今、言われたヘルシー・ミーティングやアカデミーをやられて

いて、そこの中で多少でも連携されているのは分かっていますが、せっかくこ

れだけの備品を購入して、より充実されるのであれば、より一層そこの連携が

強化された中で、増進計画も含めた全体像としてもっと連携されているのかと

いう質問です。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 今年度も連携しましたけれども、可能な限り連携し

て行きたいと考えております。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 了解しました。１９ページ、歳入、個人住民税が増額

補正になっているのですが、この要因について何か考察できるところがあれば

お願いします。 
○ 議長 笹木 英二 住民課長 
○ 住民課長 古谷 秀樹 町民税の個人につきまして今回６２８万６,０００

円の補正をさせていただいたところでございます。主な要因として２３年度の
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農業所得に相当の伸びがあったということで、２２年度の課税標準額が約１億

３,０００万円、２４年度につきましては２億８,０００万円弱ということで、

１億５,０００万円ほど農業所得に課税標準額の伸びがあったということで、

ここが大きな要因であると捉えております。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 了解しました。続いて５１ページ、町債、衛生債、関

連して６９ページ、衛生費、塵芥処理費の廃棄物広域処理が連動してくると思

われますが、今回２４年度分の建設費で月形町の負担分が減額されたというこ

とですが、これは岩見沢市に建てられる焼却炉関連の費用に対して、当初、事

業費として色々な額が出ていましたが、現在のところどのような全体像になっ

て、２４年度の負担分がどのような根拠で減ったのか。あるいは町債の発行に

関しても本年度は減額していますが、今後の見通しとして、たまたま今年度分

が減ってトータルは同じだから次年度以降より増えるのか。あるいは総合的に

減って次年度以降の支払いも減るのか、そのあたりの見通しも含めてお伺いし

ます。 
○ 議長 笹木 英二 住民課長 
○ 住民課長 古谷 秀樹 確か昨年末の全員協議会でも年度別に説明させて

いただいたと思いますが、当初の広域総体事業費が約１２６億円でございまし

た。現在２４年度までの入札発注額が約７０億円でございます。残り２５年度、

２６年度に掛けてそれぞれ発注する工事がありますが、トータル９０億円くら

いになるだろうと見込んでおります。おそらくまだ落ちるのかなと思いますが、

今、岩見沢・美唄・月形の確認の中では９０億円と見込んで、この負担金を算

出しているところでございます。当初、本町が負担する金額がおおよそ出てい

たと思いますが、３億８,０００万円ということで予定しておりました。とこ

ろが入札残でこれだけ落ちていますので、９０億円と見込んで本町の負担額が

２億７,２００万円という数字になっております。２３年度に負担金がすでに

２９３万１,０００円支出しており、本年度の当初予算額が４,１４３万４,００

０円でしたが、ルールで総体事業費を２４年度に１１％支払う。２５年度５

０％、２６年度に残りの３９％ということで、支出していくということで、こ

れは岩見沢の事務局で計算されてきた数字が本町の今年度負担分が２,５００

万円程度ということで、今回、歳出で１,６４３万４,０００円を減額させてい

ただいて、伴う起債も減額させていただいたということで、それぞれ年度ごと

に今まで予定していた金額が落ちてまいりますが、２５年度の予算につきまし

ては、それらを減額した数字で予算を計上させていただいているところでござ

います。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
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○ 議員 宮下裕美子 了解しました。次に３７ページ、国庫支出金、地域の

元気臨時交付金ですが、これによって行われる事業は、先ほどから説明があ

るように総合体育館耐震改修事業、総合体育館整備事業、市北第二線歩道造

成事業と聞いていますが、この交付金を受けるに当たっての条件として、ど

のような事業が対象になるか。あるいは地元負担割合また地方債発行が条件

など色々あると思いますが、これを受けるに当たっての条件について、お伺

いします。 
○ 議長 笹木 英二 副町長  
○ 副町長 三浦  淳 先ほど事業内容について説明いたしましたが、通常

の国庫補助事業、耐震改修事業につきましては、もう一つ補助が入っており、

道の社会資本整備交付金、それからその分を総体事業費から差し引いた分の

８割が臨時交付金でいただけるわけでございます。市北第二線、総合体育館

整備事業につきましては、事業費の８割が臨時交付金相当分となります。こ

のように先週だったと思いますが、平成２４年度分の補正予算が付いた中で

このような動きがあり、町でも予算計上させていただいたということでござ

います。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 今、８割は受けられると言いましたが、残り２割に対

して何か地方債発行何なりの条件があるのでしょうか。この臨時交付金が国か

ら発表されたときに建設公債を発行しながらハード面の整備に対して景気対

策を主眼に置きながらやるというようなことがあったと思いますので、そこの

部分で今回、地方債も追加で増額されていますので、そのあたりの条件はどの

ようになっているでしょうか。 
○ 議長 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 市北第二線につきましては、８割臨時交付金で見さ

せていただき、５１ページ、道路橋梁債の市北第二線歩道造成事業３００万円、

これは過疎債を充当させていただいております。それと総合体育館耐震改修と

整備事業についても５１ページ、保健体育債、耐震１,４４０万円、整備１,３
００万円につきましては、学校教育施設等整備事業債ということで、起債を予

定させていただいているところでございます。残り分の起債ということで答弁

申し上げました。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 残りの分は起債が条件ですか。それとも単費なども可

能だったのでしょうか。そこだけ確認させてください。 
○ 議長 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 条件というわけではございません。うちが有利にな
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る状態で起債を申請させていただき、起債がついてくるであろうということで、

予算計上をさせていただいたものでございます。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 了解しました。８５ページ、教育振興費、高等学校教

育振興費事業に対して今回１２４万円交付金の減額があるのですが、以前、決

算だったかと思いますが、この交付金について質問したときに、これは交付金

だから当初予算で見て全部やったまま戻ってこない、出し放しという説明を受

けたと思いますが、そこをお願いします。 
○ 議長 笹木 英二 教育次長 
○ 教育次長 清水 英俊 出し放しということではなく、町からいただいて

高校教育振興協議会で受けまして、残金が出た場合は、繰越しをさせていただ

いているということで、次年度の事業に充てさせていただいているということ

でございます。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 次年度へ繰越すということですが、補正で減額してい

るということは、どういう意味なのか。 

○ 議長 笹木 英二 教育次長 
○ 教育次長 清水 英俊 今回の補正の内容を説明すればよろしいかと思い

ます。高等学校教育振興費事業交付金１２４万円の減額についてですが、内容

につきましては、当初、町からいただいている交付金が１,２２４万円という

ことで、この差額につきましては、今回、主な内容としてこの事業の中で月形

中学校から月形高校へ入学した場合に入学奨励事業ということで一人１０万

円を交付するということがございます。その交付者減と進路啓発事業の進路支

援の利用が少なかったということで、協議会の見込みとして１２４万円を減額

するとなっていることから、今回、町の交付金を減額させていただいておりま

す。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩します。     （午前１１時２９分休憩） 
○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開します。 
                        （午前１１時３０分再開） 
 

○ 議長 笹木 英二 教育次長 
○ 教育次長 清水 英俊 今のご質問ですが、交付金は、掛かった当該事業

需要分を町からいただいており、現在、交付金の当初予算は１,２２４万円で、

１,１００万円いただいております。今後、執行見込みがないということで、

減額補正させていただくということでございます。 
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○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 今、掛かった分を払うということで、当初予算より掛

かった分が少なかったから補正を組んだということで、その部分は理解したの

ですが、先ほど繰越金が多くなった云々と言われていたのは。 
○ 議長 笹木 英二 教育次長 
○ 教育次長 清水 英俊 答弁違いです。申し訳ありません。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 了解しました。６７ページ、衛生費、保健衛生総務費

から今回、病院事業会計繰出金が３,５００万円出ていますが、まず最終的に

３,５００万円を出すことによって今年度、元々のルール分以外の収益減に伴

う繰出し総額はどのぐらいになったのでしょうか。 
○ 議長 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 本年度、当初２,５００万円組んでおり、今回３,５０

０万円をお願いするものでございますが、合計で６,０００万円となるもので

ございます。ちなみに２３年度５,５００万円、２２年度５,８８０万円、年々、

赤字補填分が増えている状況にあります。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 年々、増えている実態は把握していますし、病院を利

用していても患者数がだいぶ少なく、実態として先ほどの説明でも外来収入減

ということでしたが、そのあたりの実態があると思います。それは病院会計で

きちんと説明があると思いますが、今回ルール分以外のこれだけの繰出しに対

して町としては何か改善策、対策、危機感があると思いますが、病院会計でも

う少しきちんと聞きたいと思いますが、一般会計でも３,５００万円と載って

いますので、そのあたりの認識についてだけひとまずお伺いしたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 私たちの町を含めて地域病院の経営は極めて難しい状

況になってきているのは、私たちの病院だけでなく今、医療法改正の中で小さ

な病院が病院経営しづらくなっているということは、全道・全国のことである

と理解しているところです。私たちの町のあり方を考えたときに、福祉施設が

５施設ある状況、月形刑務所からの外科外来が毎日、受診する状況を考えたと

き、私たちの町は一般町民だけでなく施設を含めた総合的なかたちで病院の存

続は、この町の状況にとって極めて重要な施設であると考えているところであ

ります。病院経営上の赤字が増えていく状況で、これらのことにつきましては、

税と福祉の一体改革というものを民主党時代に謳いました。このことについて

は、しっかり政府・政治に対して訴えていくことが必要であると考えていると

ころであります。監査委員からの指摘にもありましたが、医療スタッフ確保に
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つきましても、病院長を含めてできる限りのことをやっている今の状況であり

ます。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 今、町長から小さな病院が厳しいのは全国的な傾向で

あるし国の制度の問題であると言われましたが、その中にあってもきちんと経

営している所もあるし、国に要請するのは勿論、行政として必要であると思い

ますが、それとは別に実態の病院を経営している側から病院経営の中身やサー

ビスの向上、改善なども含めて、一般会計からの繰出しが行われるべきではな

いかと考えますが、これについては一般質問を予定していますので、そのとき

にしたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 他に質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 

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 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結します。 

お諮りいたします。議案第１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 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩します。     （午前１１時３７分休憩） 
○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開します。 
                        （午後 １時３０分再開） 
 
◎ 日程６番 議案第２号 平成２４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 笹木 英二 日程６番 議案第２号 平成２４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 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 

補足説明 
  ２ 歳入です。１款 国民健康保健税 １項 国民健康保健税 ２目 退職

被保険者等国民健康保健税８０万８,０００円の補正減について、１節から４

節の内容のとおりです。各々保険税収納見込み額精査による減となっておりま

す。３款 国庫支出金 １項 国庫負担金 １目 療養給付費等負担金７６３

万 7,０００円の補正減について、１節の内容のとおりです。変更申請に基づく
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療養給付費等負担金の減によるものでございます。２項 国庫補助金 １目 

財政調整交付金９９８万８,０００円の補正減について、１節の内容のとおり

です。交付額算出結果によるものでございます。４款 療養給付費等交付金 

１項 療養給付費等交付金 １目 療養給付費等交付金３７２万６,０００円

の補正減について、１節の内容のとおりです。変更決定による減額でございま

す。６款 道支出金 ２項 道補助金 １目 財政調整交付金２８２万円の補

正減について、１節の内容のとおりです。交付額算出結果によるものでござい

ます。７款 共同事業交付金 １項 共同事業交付金 １目 共同事業交付金

８５万８,０００円の補正増について、１節の内容のとおりです。２目 保険

財政共同安定化事業交付金３６２万５,０００円の補正増について、１節の内

容のとおりです。１目、２目とも交付決定通知によるものとなっております。

９款 繰入金 １項 他会計繰入金 １目 一般会計繰入金２０３万円の補

正減について、１節の内容のとおりです。各事業費の精査による一般会計繰入

金の変更となっております。１０款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金４

８０万５,０００円の補正増について、１節の内容のとおりです。今回の補正

により平成２３年度からの繰越金につきましては、全額計上させていただきま

した。 
  ３ 歳出です。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１,４２０万円の補正減について、１９節の内容のとおりです。昨

年度と比較して医療費が少なめに推移したので、減額補正させていただくもの

でございます。２目 退職被保険者等療養給付費２４０万円の補正減について、

１９節の内容のとおりです。これにつきましては、平成２２年度の医療費が高

かったため、当初、多めに予算計上させていただいていましたが、平成２３年

度並みになる見込みのため、減額させていただくものでございます。７款 共

同事業拠出金 １項 共同事業拠出金 １目 高額医療費拠出金５６万円の

補正減について、１９節の内容のとおりです。拠出金額確定による減額でござ

います。２目 保険財政共同安定化事業拠出金４２６万２,０００円の補正増

について、１９節の内容のとおりです。これにつきましても拠出金額確定によ

る増額でございます。１０款 諸支出金 １項 諸費 ２目 過年度返納金１

７６万６,０００円の補正減について、２３節の内容のとおりです。返還見込

み額精査による減額となっております。 
○ 議長 笹木 英二 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 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 １２９ページ、保険給付費、一般被保険者療養給付費

が、今回、大きく減になっていて、先ほど副町長の理由説明で、医療費が昨年
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に比べて少なめに推移したためということでしたが、昨年は大雪の影響で１月、

２月に病院に掛かる人が減ったために全体的に医療費が減ったと報告があっ

たと思いますが、それにも増して今回、減っていることに対して、保険給付を

実際に担当しているところでは、状況などが分かっていると思いますが、その

あたりはどのようなことでしょうか。 
○ 議長 笹木 英二 住民課長 
○ 住民課長 古谷 秀樹 お答えしたいと思います。現在、国保に上がって

きているレセプトは１２月分までの医療費ということでございます。従って３

月から１２月分までの医療費の状況を見ますと、特に１２月ということですか

ら雪による影響などは感じられないわけですが、１０月分の医療費が例年の月

より６００万円ほど高くなっていましたが、それ以外の月につきましては、昨

年、一昨年と比較して下回ってきているということで、今後につきましても雪

の影響というのはほとんどなく、重篤の患者が減少しているとおさえておりま

す。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 レセプト内容については分からないと思いますが、要

するに皆さん健康であったという認識でいいのですか。それとも医療費等が高

くて行かないのかということは何とも言えないですか。どうでしょう。 
○ 議長 笹木 英二 住民課長  
○ 住民課長 古谷 秀樹 細かく申し上げますと、分析はその月ごとにきち

んとしています。例えば４月には重篤な患者が６件あって７２６万２,０００

円掛かった。５月には循環器系の重篤な患者がいたという分析はしているので

すが、その方がどのように経過しているのかということまではやっておりませ

ん。このようなことでこの月は平常月より医療費が嵩んでいるという分析はし

ております。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 分かりました。医療費が少なくて給付が少なくて済む

ことは国保会計にとってもいいことであるし、健康が増進されているのなら尚

よろしいので、それは今後も注目して行きたいと思います。それでもう一点、

１０９ページ、歳入、国民健康保険税が減額になって、収納見込額を精査した

結果このようになったということですが、午前中の一般会計で個人所得税が大

きく伸びて、特に農業所得がすごく伸びたということで、今回の国保税の税率

自体、今年度はほとんど改正しないで昨年と同じようにきているわけですが、

そういう状況の中で片方の所得も伸びているのに、今回、ここは減額になって

いるのは何か理由があるのですか。 
○ 議長 笹木 英二 住民課長 
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○ 住民課長 古谷 秀樹 ご承知だと思いますが、６月議会で税率その他を

含めて検討させていただき、補正予算を立てさせていただいております。その

時点で整理をしていますので、今回はその分の影響はなく収納が悪いから落ち

ているということもありません。自然にこの程度の減であるということでござ

います。ちなみに収納率で申し上げますと昨年１月末ですが、一般被保険者の

税で９２．６１という収入歩合でありましたが、本年度は９３．４４というこ

とで伸びていますし、一般被保険者の介護保険分につきましても９３．９９か

ら９５．０７、後期高齢におきましても９２．６２から９３．６７ということ

で、トータルで収入歩合も伸びているところです。なお努力してまいりますが、

決して収納率が悪いから予算を低く見たということではないということだけ

は、ご理解いただきたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 了解しました。 
○ 議長 笹木 英二 他に質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 

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 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結します。 

お諮りいたします。議案第２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 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程７番 議案第３号 平成２４年度月形町農業集落排水事業特別会計補

正予算（第３号） 
○ 議長 笹木 英二 日程７番 議案第３号 平成２４年度月形町農業集落

排水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 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 

補足説明 
  ３ 歳出 １款 総務費 １項 総務管理費 ２目 施設管理費１１８万

８,０００円の補正減について、１１節から１３節の内容のとおりです。なお

施設管理経費の消耗品費につきましては、使用料の減に伴う薬品等の減による

ものでございます。 
○ 議長 笹木 英二 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） 
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○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 
  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 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結します。 
  お諮りいたします。議案第３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 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程８番 議案第４号 平成２４年度月形町介護保険事業特別会計補正予

算（第２号） 
○ 議長 笹木 英二 日程８番 議案第４号 平成２４年度月形町介護保険

事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。 
提出者の説明を求めます。 

○ 議長 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 

補足説明 
  ２ 歳入です。４款 国庫支出金 １項 国庫負担金 １目 介護給付費

負担金６２３万５,０００円の補正減について、１節の内容のとおりです。こ

の減額につきましては、平成２４年度は計画初年度であり計画数値を使用しま

したが、居宅介護サービス等給付費と施設介護サービス給付費が、この計画を

下回ったこと及び国庫負担金の交付が減額調整されたことによって減となっ

たものでございます。２項 国庫補助金 １目 調整交付金８３１万８,００

０円の補正減について、１節の内容のとおりです。これにつきましても先ほど

と同様でございます。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１,０１０万３,０００円の補正減について、１節の内容のと

おりです。これにつきましても居宅介護サービス等給付費と施設介護サービス

給付費が計画上の数字を下回ったため、減となったものでございます。６款 

道支出金 １項 道負担金 １目 介護給付費負担金１,１３４万４,０００円

の補正減について、１節の内容のとおりです。これにつきましても居宅介護サ

ービス等給付費、施設介護サービス給付費が計画上の数字を下回ったこと。ま

た道負担金の交付が減額調整されたことによるものでございます。８款 繰入

金 １項 一般会計繰入金 １目 介護給付費繰入金２５８万９,０００円の

補正減について、１節の内容のとおりです。これにつきましても計画上の数字

を下回ったことによる減額となっております。２項 基金繰入金 １目 介護

給付費準備基金繰入金１,００３万９,０００円の補正増について、１節の内容

のとおりです。今回の補正につきましては、歳入は調整交付金を除き内示額で
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補正をさせていただいております。歳出は実際の見込額で精算し、補正をさせ

ていただいておりますが、各負担金内示額が減額調整されたため、繰入金が増

となったものでございます。９款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金３６

８万５,０００円の補正増について、１節の内容のとおりです。今回の補正に

より総額１,０２５万３,０００円となるところでございます。これで平成２３

年度からの繰越金については、全額計上させていただきました。 
  ３ 歳出です。２款 保険給付費 １項 介護サービス等諸費 １目 居

宅介護サービス等給付費５０８万７，０００円の補正減について、１９節の内

容のとおりです。これについても計画数値を下回ったということで減となった

ものでございます。２目 施設介護サービス給付費２,０８０万５,０００円の

補正減について、１９節の内容のとおりです。これについても先ほどと同じ理

由によるものでございます。２款 保険給付費 ２項 介護予防サービス等諸

費 １目 介護予防サービス給付費３１３万９,０００円の補正増について、

１９節の内容のとおりです。これにつきましては、認定者数の増により計画上

の数値を上回ったため、増となったものでございます。４項 高額介護サービ

ス等費 １目 高額介護（予防）サービス費１０９万１,０００円の補正減に

ついて、１９節の内容のとおりです。これにつきましても、計画上の数値を下

回ったことによる減となっております。 
○ 議長 笹木 英二 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 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 １９７ページ、保険給付費について、今回、居宅介護

サービスも施設介護サービスも大きく減っているのですが、先ほどの説明で計

画数値を下回ったためということでしたが、なぜ計画数値が下回ったのか。今

まで介護保険はずっと右肩上がりでやってきて施設介護はすごい伸びを示し

ていたわけです。それともう一つ、藤の園の増床もあって本来は大きく伸びる

と見られていましたが、現実にこれだけ下がっている理由をお伺いします。 
○ 議長 笹木 英二 保健福祉課長 
○ 保健福祉課長 庄子 秀夫 宮下議員の言うとおり、平成２４年度から介

護保険計画を始めておりますが、平成２３年度と比べて施設介護サービスにつ

いては１１名多い計画で見ており、これが見過ぎではないかというご指摘もあ

るかと思いますが、この計画によって予算を付けることになっておりますが、

今、言われたとおり藤の園では１１名ほど増えるだろうという考えで予算計上

しておりますが、実際の入所者はかなり下回りおそらく３名から４名ぐらいの

経緯で進んでおります。なぜこれが進まないかということですが、施設の考え

方もありますので何とも言い難いですが、先ほど言ったとおり計画が右肩上が
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りできていることは間違いなかったものですから、それに考えを集中してそれ

ほどの予算を見たところですが、実際は今、言ったとおりでございます。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 状況は分かりました。平成２４年に立てた計画がもし

かしたら今までの伸びを計上することによって大きかったかもしれない。今回、

下がったのが一過性のものなのか、傾向としては年度で区切ったときに今年度、

施設介護が減っているのかも知れないし、そのあたりの年次的な傾向、予測、

もう一つ、計画が２３年度までの幅で行けば、大体収まっていたものなのか、

それはどのようなものでしょうか。 
○ 議長 笹木 英二 保健福祉課長 
○ 保健福祉課長 庄子 秀夫 一過性のものではないと捉えております。そ

れは見込みとして平成２３年度と比べ平成２４年度については、多少でも給付

費は上がっていますが、見方の若干の差ではないかと思いますので、今後もこ

のような傾向は極端には上がらないですが、じわじわと上がっていくと考えて

おります。平成２１年頃の急激な増え方ということも考えられますので、それ

は状況を見ながら十分、検討して行きたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 今の説明で分かりました。介護については施設に入れ

ば長い期間お金も掛かる状況ですし、高齢化も含めて長期的なシェアが必要で

あると思いますので、きちんと説明しながら予算組みをしていただければと思

います。もう一点、給付についてですが、２０５ページ、任意事業費の家族介

護応援手当が１４６万円減額になっていますが、これは家族が介護している人

に対する支援事業であると思いますが、相当、減っていると思われますが、実

際にどのぐらいの家族がケアを受けているのか。それと減った理由についてお

伺いしたいと思います。 
   （平田議員 午後 ２時 １分退場） 

○ 議長 笹木 英二 保健福祉課長 
○ 保健福祉課長 庄子 秀夫 ご指摘のとおり１４６万円の減ということで、

内容については今、言われたとおりでございますが、当初、平成２３年度の実

績としてかなりの人数がいましたので、そのまま計上させていただいたという

ことで一点目の理由ということで、多くなっているということでございます。

それと減となったことにはやはり死亡した方もいますし、施設入所等長期入院

された方もいらっしゃいます。その他、基本的に通知しているのですが、申請

されない方がかなりいて、その分の減であると考えております。今、現在５８

名程度見込んでおりますが、当初２０４名でしたのでかなりの差があるという

ことで、これについては、今後しっかり見極めて行きたいと考えております。 
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○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 この事業は大事な独自事業で、やはり施設介護でなく

在宅介護が、国の方針や町の方針としても進めなければ行けない中で展開され

ていますので、この意義をぜひ周知して利用者が増えるように展開していただ

きたいと思います。今のことは了解です。もう一点、１８９ページ、基金繰入

金の介護給付費準備基金繰入金ですが、これは昨年、介護費を上げるときに不

足分が出る可能性があるから５,０００万円を積んだ基金であると認識してい

るのですが、今回２,０００万円使う３箇年で５,０００万円を準備金として使

うということだったと思いますが、これについて色々な財政調整の負担金、給

付が減っている分負担金も減ってということで、全体を調整するためにこれが

使われたと思いますが、見通しとして現場ではどうなのか、お願いします。 
○ 議長 笹木 英二 保健福祉課長 
○ 保健福祉課長 庄子 秀夫 昨年５,０００万円の取り崩しをさせていただ

いて、今回この部分として合計で２,０００万円近くなっておりますが、今、

宮下議員が言われたとおり、給付費がかなり計画より下回ったということで、

当然、国・道支払基金の負担及び補助金が減ったということで、財源不足があ

ったと考えます。その上でしわ寄せではありませんが、ここで１,０００万円

ほどの財源不足をさせていただいたということです。今の状況から言うと２,
０００万円ほどになっていますが、もう少し抑制できるかと思います。来年も

このような部分がありますが、それはもう一度、この基金は大切なものですか

ら、３年間で全部を使うという考えはありませんが、もう少し抑制して歳出も

計画に合わせて財源不足のないように進めて行きたいと思っております。 
       （平田議員 午後 ２時 ５分入場） 

○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 介護保険の会計は非常に複雑で、自分のところで持っ

ているようでありながら道・国の出入りがすごく激しく、本来なら給付が減っ

ていいはずなのに、財源不足も起きてきてしまうし、非常に複雑で難しいと思

いますが、これはバランスよくやっていただき、利用者の利便性を考えた事業

の展開をお願いしたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 他に質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 
 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 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結します。 
 お諮りいたします。議案第４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 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり
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可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程９番 議案第５号 平成２４年度月形町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号） 
○ 議長 笹木 英二 日程９番 議案第５号 平成２４年度月形町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 
提出者の説明を求めます。 

○ 議長 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 
○ 議長 笹木 英二 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 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 
 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 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結します。 
 お諮りいたします。議案第５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 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程１０番 議案第６号 平成２４年度国民健康保険月形町立病院事業会

計補正予算（第２号） 
○ 議長 笹木 英二 日程１０番 議案第６号 平成２４年度国民健康保険

月形町立病院事業会計補正予算（第２号）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 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 
○ 議長 笹木 英二 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 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 今回の病院会計で外来患者の減により収益減になって、

このようなかたちで一般会計からの繰出しということになったのですが、外来

患者の減について、状況を説明願います。 
○ 議長 笹木 英二 病院事務長 
○ 病院事務長 対馬 照己 ただ今の質問にお答え申し上げます。外来患者

ですが、平成２３年度は外来患者１８１９４名、現在の係数で計算しますと平

成２４年度は１６２１９名ということで、約２０００名、１１％減と推移する
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予定であると思っています。内訳として経費４,９００万円、おおよそ額とし

て内科約４,０００万円、整形約９００万円です。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 外来減少ということに対して月別変動、季節変動など、

毎月１０％ぐらい減っているのか。ある程度、波がありながら全体的に１０％

減なのか、それについてはどうですか。 
○ 議長 笹木 英二 病院事務長 
○ 病院事務長 対馬 照己 トータル１１％で前年に比べ、平均で少しずつ

減少していると分析しております。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 もう一点、今、内科と整形ということで分けましたが、

特別診療科の眼科・皮膚科など色々な科があって、何年か前まではいつ行って

も特別診療のある日は非常に混んでいる印象だったのですが、今年について言

えばだいぶ空いてきているという印象を受けたのですが、そのあたりの動向は

いかがですか。 
○ 議長 笹木 英二 病院事務長 
○ 病院事務長 対馬 照己 外来の診療別です。主な減としては人数的には

リハビリが若干、減っているように思います。理由につきましては、主に直接

リハビリに行く件数が減ったということです。通常であれば整形の診療を受け

てからリハビリということで、その差が少し生じているように思います。それ

と外来の主な中身については、婦人科につきましても例年同様推移しておりま

す。その他眼科、皮膚科それから毎週行っている金曜日・土曜日の大腸検査、

胃検査、エコー検査につきましては、例年同様の件数で推移しております。現

在２４年度のトータルはまだ出しておりませんけれども、決算で正確な数字を

お答えしたいと思いますが、２３年度と同様でございますので、収入合計がお

およそ１,８００万円前後でございます。それに掛かる医師の報酬、経費含め

て２,６００万円程度、差引、やはり検査項目これだけの診療項目でマイナス

おおよそ８００万円ということで、収支のバランスが収入に対して支出が多く

なっております。件数については、ほぼ同じでございます。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 了解しました。２５１ページ、特別損失で居所不明者

３件、１３２万８,０００円ということで、３件でこれだけは大きいと思うの

ですが、これはどのような経過でしょうか。 
○ 議長 笹木 英二 病院事務長 
○ 病院事務長 対馬 照己 ただ今の特別損失でございます。過年度分の入

院費及び外来診察料でございます。３件のうち１件は入院された本人が亡くな
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って相続の方が継承というかたちを取っていましたが、相続人から裁判所に相

続放棄があり、金額につきましては１２０万６,１８０円でございます。その

他居所不明２件、８万１,４１０円となっております。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 了解しました。 
○ 議長 笹木 英二 他に質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 
 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 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結いたし

ます。 
 お諮りいたします。議案第６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 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程１１番 議案第７号 常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 
○ 議長 笹木 英二 日程１１番 議案第７号 常勤特別職の職員の給与及

び旅費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 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 
  補足説明 
   改正の要旨を申し上げます。職員の不適切な事務処理に伴い町長及び副

町長の給与月額を平成２５年４月分に限り１００分の９０を乗じて得た額、つ

まり１０％カットした額とすることを附則に加えるものでございます。 
○ 議長 笹木 英二 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 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 今、条例の説明で、職員の不適切な事務処理に対して

としか説明がなかったわけですけれども、それではどんな状態に対してこのよ

うな処分がなされたのかということが、十分、町民などに伝わらないと思いま

すので、ここの部分に対してきちんとした説明を求めたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 同じような答弁になるかもしれませんが、説明願いま

す。 



 31 

○ 議長 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 経過説明する。 
  不適切な事務処理ということでございますが、町立病院で患者が検査入院

して亡くなられ、その後、検死をした結果、直接的原因、患者が大腸検査を行

ったのですが、大腸検査に起因するものではなく、患者本人が持っている疾病

の虚血性心疾患による急死ということで、解剖結果、検死がでたわけでござい

ます。その後、亡くなられた患者の親御さんから病院側に何回となくクレーム

と申しますか、納得できないという電話がありました。その結果、病院事務長

が当時の副町長に相談をして、町村会で抱えている弁護士がいるのですが、弁

護士に相談したらと言われ弁護士に相談するわけでございます。その後、事務

長が弁護士と話し合う中、委任弁護士と委任契約をして、結局、弁護士からの

お話もあって和解するということで、平成２４年１１月２７日の臨時会で賠償

金３００万円の議決をいただいたということでございます。結局この賠償金は

保険会社から支払われることになったのですが、ことによっては裁判・係争に

なったかもしれないということがありましたが、そのような事実を全く理事者

側に報告がなく、委任契約した弁護士と和解交渉、弁護士が相手側の弁護士と

和解交渉をやっていましたが、その事実が昨年９月決算委員会で議員の質問に

対して初めて理事者が分かった次第でございます。そのような事務処理を不適

切ということで、先ほど申し上げたわけでございます。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 今回、事務処理の不適切があったことに対して、以前

の定例会や決算委員会あるいは全員協議会の席でも報告があって、そのことに

対してコンプライアンス委員会も設置しながら、その処分が妥当であったとい

う報告を受けていますけれども、今回、対象となる事務処理について、事務処

理が不適切に行われたという処理に対して、特別職の給与を１箇月１０％削減

ということになるのですか。そもそも事務処理が行われる前段として病院内で

医療事故が発生して、その医療事故自体は病院に起因するものではないとして

も示談交渉まで発展し、様々な場面で病院経営や議会との関係で様々な展開が

１年近く行われてきました。それらの処理も含めて事務処理のことだけでなく、

本来は全体の責任者として町長は最終的な責任があるのではないかと考える

のですが、今回の処分はどの部分に対しての処分になるのでしょうか。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 今ほど副町長説明のとおり、いわゆる職員の不適切な

事務処理に対する処分、そこにおける管理責任者としての自らの処分でありま

す。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
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○ 議員 宮下裕美子 そうすると設置者として町立病院を運営しているわけ

ですが、その部分の責任に対しては何ら問題がなかったと捉えているのでしょ

うか。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 医療事故発生に伴う部分につきましては、病院長を含

め真剣に再発しないようなかたちについては、やって行きたいと考えておりま

す。 
○ 議長 笹木 英二 ４回目ですが、もう１回だけ許します。宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 そうすると、今の答弁で町長のお考えは分かりました。

今回１０％１箇月という処分を下したわけですが、この根拠は何かということ

がここには書かれていませんけれども、全員協議会などの折りに対象となる事

務職員が１０％３箇月処分を受けたという報告をいただいていますが、それを

踏まえた上で今回町長が１０％１箇月の処分をしたという根拠、なぜこの処分

をそこに決めたのか、お伺いします。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 管理責任者として自らを処分するときに、処分者が１

０％３箇月程度であれば、１０％１箇月程度が妥当であろうという判断でこれ

にしたところであります。 
○ 議長 笹木 英二 他に質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 
  次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論あり」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 討論ありの声がありますので、討論を行います。まず

反対討論の発言を許します。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 今回、この条例が提出されたわけですが、先ほどの質

疑の中で町長は不適切な事務処理に対して事務職のトップの責任として１

０％１箇月と下したと言われました。しかし、今回この問題の町長が最終処分

されることで、この問題が最終決着するわけです。これは病院の医療事故から

端を発しているし、そのことの改善を含めて全体を考えなければ、事務処理の

ことだけが問題ではなく、病院のサービス向上あるいは病院事業の改善を含め

て最終的に最高責任者である設置者である町長が十分に責任を認識して、処分

を受けることによって将来的なサービス向上あるいは改善につながっていく

と考えます。その中で今回、担当事務が１０％３箇月という処分が下されてい

る中で、町長が１０％１箇月というのは、総合的な設置者、全体のトップとい

う立場上、不十分ではないかと考えますので、今回の議決に対しては反対をい

たします。 
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○ 議長 笹木 英二 暫時休憩します。     （午後 ２時３６分休憩） 
○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開します。 
                        （午後 ２時４２分再開） 

             （教育長 午後 ２時４３分入場） 
 

○ 議長 笹木 英二 次に賛成討論の発言を許します。 
○ 議長 笹木 英二 堀 広一君 
○ 議員 堀  広一 今回の議案第７号の提出についてですが、この中身に

ついては妥当な理由を述べられているということで、賛成したいと思います。

この病院の問題については、色々なことがずっと議論された中で今回、７号

の提案ということになったのですが、特別職や病院事務長についても自分た

ちの管理責任ということで認めていますし、反省もしているということで、

この議案の内容についても１００分の９０というかたちは、やはり妥当であ

ると感じます。この案件を通すことによって今後、病院の更なる運営に努力

してもらいたいということで、非常に妥当な議案提出であると思います。 
○ 議長 笹木 英二 他に討論ございませんか。（「討論なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結いたし

ます。 
○ 議長 笹木 英二 これから議案第７号について、採決をいたします。議

案第７号は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。（起立８

名） 
○ 議長 笹木 英二 起立多数です。よって議案第７号は原案のとおり可決

されました。 
 
◎ 日程１２番 議案第８号 非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 
○ 議長 笹木 英二 日程１２番 議案第８号 非常勤特別職職員の報酬及

び費用弁償支給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 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 

補足説明 
高齢者サービス調整チームは、高齢者の保健、福祉、医療等の多様なニーズ

の中、各々に見合う最も適切なサービスを総合的に調整するために設置された
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わけですが、現在、保健、福祉、医療の調整は地域ケア会議で行っており、ま

た養護老人ホーム入所判定も別組織で行うこととなっております。このため同

チームは不必要となり廃止することから、同委員の規定を別表第１から削除す

るものでございます。 
○ 議長 笹木 英二 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 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 
 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 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結します。 
 お諮りいたします。議案第８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 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程１３番 議案第９号 町営草地事業基金の設置、管理及び処分に関す

る条例を廃止する条例の制定について 
○ 議長 笹木 英二 日程１３番 議案第９号 町営草地事業基金の設置、

管理及び処分に関する条例を廃止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 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 
  補足説明 

廃止に伴う要旨を申し上げます。この基金は草地にかかる機械施設の更新や

災害復旧等に当てるために設置されたものでありますが、現在は活用されてお

らず、また残高も少額であり今後も使用予定が見込めないことから基金を廃止

するものでございます。なお残高は５万７,０００円ほどございますが、附帯

施設の維持管理費に充て、全て使い切ることとしております。 
○ 議長 笹木 英二 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 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 
 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 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結します。 
 お諮りいたします。議案第９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 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり
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可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程１４番 議案第１０号 月形町難病患者等居宅生活支援事業条例の一

部を改正する条例の制定について 
○ 議長 笹木 英二 日程１４番 議案第１０号 月形町難病患者等居宅生

活支援事業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 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 

補足説明 
改正の要旨を申し上げます。本条例中で引用している法令「障害者自立支援

法」が改正され、平成２５年４月１日から施行となることに伴い法令名が変更

となるため改正を行うもので、第３条第３号中「障害者自立支援法」を「障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改めるものであ

ります。 
○ 議長 笹木 英二 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 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 
 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 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結します。 
 お諮りいたします。議案第１０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 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程１５番 議案第１１号 月形町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営の基準等に関する条例の制定について 
○ 議長 笹木 英二 日程１５番 議案第１１号 月形町指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設備及び運営の基準等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 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 
  補足説明 

条例制定の要旨を申し上げます。介護が必要になっても高齢者が住み慣れた

地域で暮らし、近くで介護サービスを受けることができるよう平成１８年に地
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域密着型サービスが創設されましたが、平成２３年に地域の実性・技術性を高

めるための改革の推進を図るための関係法令、法律の整備に関する法律並びに

介護サービスの基盤強化のための介護保険法の一部改正の法律が公布され、こ

れまで法律や省令で定められていた基準について、町が条例で定めなければな

らなくなったため、そのサービスの人員、設備及び運営の基準等についての条

例を制定するものでございます。月形町には現在地域密着型サービス事業所は

ございませんが、事業所の有無に拘わらず対象となる全てのサービスについて

条例の制定が必要であり、月形町の住民が他市町村で地域密着型サービス事業

者によるサービスを受ける場合、月形町の条例が適用されることとなっており

ます。主な制定内容を申し上げます。第４条で暴力団等の排除規定を町の独自

基準として定めております。この他にも第４４条でサービス提供に関する記録

の保存期限の延長規定を町の独自基準として定めております。なお第６０条、

第８１条、第１０９条、第１２９条、第１５０条、第１７８条、第２０３条に

ついても同様でございます。 
  目次にありますように第２章から介護サービスの種類について各章ごとに

規定し、また節ごとにはそのサービスの基本方針等、人員に関する基準、設備

に関する基準、運営に関する基準を定めさせていただいております。第２章の

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスについて、第６条から２９６ペー

ジの第４６条で規定させていただいております。これは２４時間対応の訪問サ

ービスであって、一日複数回の短時間の定期巡回サービスや、通報による随時

対応サービス、随時訪問サービス、看護職員による訪問看護サービスなど、看

護福祉士や看護師等が行う入浴、排泄、食事などの介護や、日常生活の緊急時

の対応を行い、療養生活を支援するサービスについて定めております。このサ

ービスの対象者は、居宅要介護者となっております。第３章の夜間対応型訪問

介護サービスについて、第４７条から３０４ページの第６１条で規定させてい

ただいております。これは夜間に定期的な巡回や通報、連絡などによって、介

護福祉士等が入浴、排泄、食事などの介護や日常生活上の世話を行うサービス

について定めております。このサービスの対象者は居宅要介護者となっており

ます。第４章の認知症対応型通所介護サービスについて、第６２条から３１６

ページの第８２条で規定させていただいております。これは特別養護老人ホー

ムや老人デイサービスなどの施設に通い、入浴、排泄、食事などの介護や日常

生活上の世話、機能訓練などを行うサービスについて定めております。これに

より利用者の孤独感解消、心身の機能維持、家族介護の負担軽減を図るもので

ございます。このサービスの対象者は居宅要介護者で認知症の者となっており

ます。第５章の小規模多機能型居宅介護サービスについて、第８３条から３３

３ページの第１１０条で規定させていただいております。これは居宅で調理、
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洗濯、掃除などの日常生活上のサービスを受け、または事業所に通いもしくは

短期宿泊し、入浴、排泄、食事などの介護、機能訓練等を行うサービスについ

て定めております。このサービスの対象者は居宅要介護者となっております。

第６章の認知症対応型共同生活介護サービスについて、第１１１条から３４５

ページの第１３０条で規定させていただいております。これはグループホーム

での入浴、排泄、食事などの介護、日常生活上の世話、機能訓練などを行うサ

ービスについて定めております。このサービスの対象者は居宅要介護者の認知

症の者となっております。第７章の地域密着型特定施設入居者生活介護サービ

スについて、第１３１条から３５７ページの第１５１条で規定させていただい

ております。これは地域密着型特定施設での入浴、排泄、食事などの介護、日

常生活上の世話、機能訓練などを行うサービスについて定めております。この

サービスの対象者は地域密着型特定施設に入所している要介護者となってお

ります。第８章の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスについ

て、第１５２条から３８５ページの第１９１条で規定させていただいておりま

す。これは地域密着型介護老人福祉施設での入浴、排泄、食事などの介護、日

常生活上の世話、機能訓練、健康管理等療養上の世話などを行うサービスにつ

いて定めております。このサービスの対象者は地域密着型介護老人福祉施設に

入居している要介護者となっております。第９章の複合型サービスについて、

第１９２条から３９５ページの第２０４条で規定させていただいております。

これは指定居宅サービスの訪問介護の訪問サービス及び小規模多機能型の居

宅型通いサービス、宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、居宅生活

の継続が可能となるよう行うサービスについて定めております。このサービス

の対象者は居宅要介護者となっております。 
○ 議長 笹木 英二 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 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 この条例は、最初の説明で住み慣れた地域で介護を受

けられるようにするための法律ができて、その法改正を基に各市町村が制定に

向けられているということでこれができたわけですが、これはいつまでに作ら

なければならないのか。これだけボリュームのある条例がいきなりでてきて、

どうしてこの時期にやるようになったのですか。 
○ 議長 笹木 英二 保健福祉課長 
○ 保健福祉課長 庄子 秀夫 先ほど副町長から説明がありましたけれども、

この法律が昨年６月２７日に公布され、施行日につきましては、各市町村１年

以内にこれを整理して施行しなさいということになっており、そのために今回、

条例制定をさせていただくことといたしました。 
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○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 分かりました。そうすると最終的な整理の期間までに

はもう少しあるという認識なのか。それとも今回、提出されているわけですが、

つまりこれだけボリュームある条例なので出来れば委員会付託などしながら、

十分、中身を精査する時間や説明期間があってもよかったのではないか。今こ

の事業自体を月形町がやっていないとしても、先ほどの居宅要介護者あるいは

居宅要介護認知症患者などが、家の近くで住むときのサービスとして様々な事

業計画を作る枠が決められた条例であると思いますが、そのあたりのところで

もう少し事前の丁寧な説明や全体像、他の居宅サービスと比べながらやる時間

が少しなかったのかなと感じるのですが、いかがでしょうか。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩します。     （午後 ３時 ２分休憩） 
○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開します。 
                        （午後 ３時 ４分再開） 
 
○ 議長 笹木 英二 これはほとんど国からの指示ですか。 
○ 議長 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 国の基準を基に作っており、冒頭で申し上げました

暴力団の排除とサービス提供に関する記録の保存期限の延長規定を町の独自

基準として定めております。保存期限の標準では２年間ですが町は５年間とい

うことで独自基準を設けておりますが、ほとんどが厚生労働省の基準で作成し

ております。 
○ 議長 笹木 英二 宮下議員の言われるこれだけの大きなページ数のある

ものをポンと出されて読むだけでも大変であるし、今後、色々な問題が出てく

るだろうと思います。そのときは条例改正できるし、気が付いたことがあれば

質問してやっていただきたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 いずれにしても、この条例は必要で国の法令に乗って

というのも変ですが、各自治体が地方分権が進むに従って独自に決めて行かな

ければならない時代になっています。今回、他の条例でもそういうところもあ

りますし、法令が決まっているから何もしないでそのままというわけにはいか

ないということは十分、分かっています。その上でこれからこういう条例がた

くさん上程されてくると思いますが、そのときのやり方としていきなりパッと

言うより前段の展開説明、これを使うことによって町民の生活にどのような利

点があるのかという、やはりある程度の知識や説明があって、勿論、先ほど言

われたように近隣のところで使えるようなことがあったときに、担当専門家は
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十分ご承知の上でやるにしても、私たち議会としてもやはり条例がある以上、

概略だけでもつかんでおく必要があると思いますので、何かしらのかたちを取

りながら、今回かなりのボリュームもあって目立っていると思いますが、これ

に限らず他の課も含めて、この手の条例作成の時には手順を踏んでいただけた

ら、より理解が深まると思いますので、それをお願いして質問を終わります。 
○ 議長 笹木 英二 他に質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 
 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 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結します。 
 お諮りいたします。議案第１１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 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程１６番 議案第１２号 月形町指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の制定について 
○ 議長 笹木 英二 日程１６番 議案第１２号 月形町指定地域密着型介

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ

ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の

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 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 

補足説明 
条例制定の要旨を申し上げます。先ほどの議案第１１号と同様、月形町が定

めなければならないということで、基準等について定めるものでございます。

主な制定内容を申し上げますと、議案第１１号と同様に第３条で暴力団の排除

規定を町の独自基準として定めております。この他にも第４１条でサービス提

供に関する記録の保存期間の延長規定を町の独自基準として定めており、第６

５条、第８６条についても同様でございます。 
  目次にあります第２章から介護サービスの種類について各章ごとに規定し、

また節ごとにこのサービスの基本方針、人員及び設備に関する基準、運営に関

する基準、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めさせてい

ただいております。第２章の介護予防認知症対応型通所介護サービスについて、

第５条から４２５ページの第４３条で規定させていただいております。これは
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特別養護老人ホームや老人デイサービス等の施設に通い、入浴、排泄、食事な

どの介護、日常生活上の世話、機能訓練などを行うサービスについて定めてお

ります。利用者の孤立感を解消、心身の機能維持、家族介護の負担軽減を図る

ものでございます。このサービスの対象者は、居宅要支援者で認知症の者とな

っております。第３章の介護予防小規模多機能型居宅介護サービスについて、

第４４条から４４５ページの第７０条で規定させていただいております。これ

は居宅で調理、洗濯、掃除など日常生活上の世話などのサービスを受け、また

は事業所に通いもしくは短期宿泊をして入浴、排泄、食事などの介護、機能訓

練などを行うサービスについて定めております。このサービスの対象者は居宅

介護要支援者となっております。第４章の介護予防認知症対応型共同生活介護

サービスについて、第７１条から４５７ページの第９１条で規定させていただ

いております。これはグループホームでの入浴、排泄、食事などの介護や日常

生活上の世話、機能訓練などを行うサービスについて定めております。このサ

ービスの対象者は認知症で居宅要支援２の者となっております。 
○ 議長 笹木 英二 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 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 
 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 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結します。 
 お諮りいたします。議案第１２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 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程１７番 議案第１３号 月形町新型インフルエンザ等対策本部条例の

制定について 
○ 議長 笹木 英二 日程１７番 議案第１３号 月形町新型インフルエン

ザ等対策本部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 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 
  補足説明 

条例制定の要旨を申し上げます。平成２４年５月に新型インフルエンザ等対

策特別措置法が公布され、新型インフルエンザ対策の計画発生時における措置

等が定められたわけでありますが、この法律の中で政府が緊急事態宣言を行っ

た場合、市町村は新型インフルエンザ等対策本部を設置しなければならないと
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規定され、この対策本部の設置は条例で定めなければならないと規定されてお

ります。そこで今回、条例を制定するものでございます。主な制定内容を申し

上げますと第１条では目的として新型インフルエンザ等対策特別措置法に基

づき、月形町の対策本部に関し、必要な事項を定めることを規定させていただ

いております。第２条では組織として対策本部の本部長、副本部長、本部員の

組織内の役割を規定し、その他必要な職員は町長が任命できる旨を規定させて

いただいております。第３条では第１項で本部長は情報交換及び連絡調整を円

滑に行うため、必要に応じ、会議を招集することを規定し、第２項では国の職

員、町職員以外の者を会議に出席させた場合、この者に対し意見を求めること

ができることを規定させていただいております。第４条では本部長は、必要と

認めるとき、対策本部に部を置くことができ、部の本部員は本部長が指名し、

部長も本部長が指名することを規定させていただいております。第５条ではこ

の条例に規定されていない必要な事項は、本部長が定めることを規定させてい

ただいております。 
○ 議長 笹木 英二 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 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 
 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 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結します。 
 お諮りいたします。議案第１３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 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程１８番 議案第１４号 月形町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 
○ 議長 笹木 英二 日程１８番 議案第１４号 月形町廃棄物の処理及び

清掃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 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 

補足説明 
改正の要旨を申し上げます。地域主権一括法による廃棄物の処理及び清掃に

関する法律、廃棄物処理法と申しますが、この法律の改正により一般廃棄物処

理施設における技術管理者の資格に関する基準が条例で定めなければならな

くなったため、関係規定を追加する改正を行い、また、これと合わせてこれま
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での廃棄物処理法の改正に関する規定についても改正を行うものでございま

す。第１４条第１項中の法第７条第４項を法第７条第６項に改める。また、運

搬を運搬又は一般廃棄物の処分に改めるものでございます。第２５条から第２

７条までを４条繰り下げ、第２５条で生活環境影響調査結果の縦覧等の対象施

設に関する規定を追加し、第２６条で第２５条の縦覧に関する規定を追加、第

２７条では第２５条の縦覧に関し利害環境を有するものは、町長に意見書を提

出できる規定を追加させていただいております。第２８条では町長が設置する

一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格基準に関する規定を追加する

ものでございます。 
○ 議長 笹木 英二 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 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 
 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 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結します。 
 お諮りいたします。議案第１４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 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程１９番 議案第１５号 月形町道路の構造の技術的基準等に関する条

例の制定について 
○ 議長 笹木 英二 日程１９番 議案第１５号 月形町道路の構造の技術

的基準等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 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 
  補足説明 

制定の要旨を申し上げます。これについても地域主権一括法による道路法の

改正によりこれまで政令及び国土交通省令で定めていた道路の構造の技術的

基準及び道路標識に関する基準等について、町が条例で定めなければならなく

なったため、この基準を条例で制定するものでございます。第１条では本条例

の根拠条文を示しております。第２条ではこの条例で使用する用語が道路法及

び道路構造令で使用する用語で同じであること。第３条では条例で用いる道路

の区分が、道路構造令により用いられる道路の区分と同じであるということを

規定させていただいております。第４条から第４６条までは道路、町道を新設、

改築する場合の構造の技術的な基準を定めており、第５条から４６８ページの
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第１０条までは、車道等について内容を定めさせていただいております。第１

１条から４７０ページの第１４条で自転車道、自転車歩行者道、歩道等につい

て定めさせていただいております。第１５条では堆雪幅、第１６条では植樹帯

について規定しております。第１７条で設計速度について定めております。第

１８条から４７６ページの第２６条では曲線半径、縦断勾配、縦断曲線などの

道路の線形について定めさせております。第２７条から４７９ページの第３０

条では舗装など路面の構造について、第３１条から４８０ページの第３３条で

交差の構造について定め、第３４条から４８２ページの第４１条では構造物、

工作物について定めさせていただいております。第４２条から４８３ページの

第４４条で例外規定を定めて、第４５条、第４６条で自転車、歩行者などの専

用道路について定めさせていただいております。４８５ページの第４７条では

町道に設ける道路標識の寸法を視認性及び国道、道道との整合性を考慮して規

則で定めることとして規定させていただいております。 
○ 議長 笹木 英二 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 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 
 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 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結します。 
 お諮りいたします。議案第１５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 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程２０番 議案第１６号 月形町準用河川管理施設等の構造の基準に関

する条例の制定について 
○ 議長 笹木 英二 日程２０番 議案第１６号 月形町準用河川管理施設

等の構造の基準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 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 

補足説明 
制定の要旨を申し上げます。準用河川の機能管理について、河川法を準用し

ておりましたが、地域主権一括法による河川法の改正により、準用河川に係る

河川管理施設等の構造の技術的基準が条例委任されたため、この基準等につい

て条例を制定するものでございます。第１章の総則では第１条で本条例の根拠

条文を示させていただいております。第２条ではこの条例で使用する用語が、
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河川法及び河川管理施設等構造令で使用する用語と同じであることを説明さ

せていただいております。第２章では提防の構造について第３条から４９２ペ

ージの第１９条まで、提防の材質や構造、高さ、天端幅、護岸、管理用通路等

について定めさせていただいております。第３章では床止めの構造について第

２０条から４９２ページの第２３条まで、構造、護床工、護岸、魚道の設置等

について定めております。第４章では堰の構造について第２４条から４９５ペ

ージの第３５条まで、可動堰の可動部の構造、護床工等について定め、第５章

では第３６条から４９８ページの第４３条まで、水門及び樋門の構造、ゲート

の高さや護岸、護床工等について定めさせていただいております。第６章では

揚水機場、排水機場及び取水塔の構造について第４４条から４９９ページの第

４９条で定め、第７章では橋の構造について第５０条から５０２ページの第５

７条で、構造や橋台、橋脚、径間長、桁下高等を規定させていただいておりま

す。第８章では伏せ越しの構造について第５８条から５０４ページの第６２条

で、その構造と深さ等を定め、第９章では雑則として第６３条から５０５ペー

ジの第６５条で例外規定を設けさせていただいております。第１０章では補則

として第６６条で条例の施行に関し、必要な事項は規則で定めることを規定さ

せていただいております。 
                 （平田議員 午後 ３時２７分退場） 

○ 議長 笹木 英二 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 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 
 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 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結します。 
 お諮りいたします。議案第１６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 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程２１番 議案第１８号 月形町営住宅高齢者等向け住宅条例の一部を

改正する条例の制定について 
○ 議長 笹木 英二 日程２１番 議案第１８号 月形町営住宅高齢者等向

け住宅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 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 

補足説明 
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改正の要旨を申し上げます。家賃決定に係る入居者の月額所得基準を町営住

宅条例と合わせることとし、町営住宅全体の基準の均衡化を図るため、改正を

行うものでございます。第６条第１項第３号で月形町営住宅条例を町営住宅条

例に改めるものでございます。同条第２項第１号で前年度分所得が月額１２万

３,０００円以下を前年分の所得が月額１０万４,０００円以下に改めるもので

ございます。また別表２を町営住宅条例の基準に合わせ、全部改正させていた

だくものでございます。なお本条例の改正による現入居者で影響を受ける方は

いません。 
（平田議員 午後 ３時３０分入場） 

○ 議長 笹木 英二 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 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 
 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 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結します。 
 お諮りいたします。議案第１８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 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程２２番 議案第１９号 月形町営住宅等整備の基準に関する条例の制

定について 
○ 議長 笹木 英二 日程２２番 議案第１９号 月形町営住宅等整備の基

準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 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 
  補足説明 

制定の要旨を申し上げます。これにつきましても地域主権一括法による公営

住宅法の改正により、これまで国土交通省令で定めていた公営住宅の整備基準

について、町が条例で定めなければならなくなったため同基準を条例で制定す

るものでございます。主な制定内容を申し上げます。第１条で本条例の根拠条

文を示させていただき、第２条で用語を説明させていただいております。第３

条の健全な地域社会の形成では、町営住宅等は周辺の地域を含めた健全な地域

社会の形成に資するよう配慮して整備しなければならないことを規定、第４条

の良好な居住環境の確保では、町営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、

かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならな
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いことを規定させていただいております。第５条では町営住宅の建設にあたっ

て費用の縮減への配慮をしなければならないことを規定、第６条では町営住宅

等の位置は、災害の発生のおそれが多い土地等を避け、かつ、入居者の日常生

活の利便性を考慮しなければならないことを規定させていただいております。

第７条では、敷地の安全の確保について規定させていただき、第８条から第１

４条では、住棟、住戸、供用部分、附帯施設、共同施設等の整備基準について

規定させていただいております。第１５条では条例に定めるもののほか必要な

事項は、町長が別に定めることを規定させていただいております。 
○ 議長 笹木 英二 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 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 
 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 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結します。 
 お諮りいたします。議案第１９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 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程２３番 議案第２０号 月形町暴力団の排除の推進に関する条例の制

定について 
○ 議長 笹木 英二 日程２３番 議案第２０号 月形町暴力団の排除の推

進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 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 

補足説明 
制定の要旨を申し上げます。最近の暴力団を巡る情勢に鑑み、暴力的要求行

為等に伴う住民生活に対する危険を防止するための措置について規定するた

め、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律が平成２４年１０月に改正

され、町においても指定暴力団等入札に参加させない等の措置を講ずる必要が

生じたため、条例を制定するものでございます。第１条では本条例の目的を示

させていただき、第２条では用語を説明させていただいております。第３条の

基本理念では、町、町民等、関係機関及び関係団体が、暴力団を利用しないこ

と等を基本とし、暴力団の排除が相互の連携及び協力のもとに推進されなけれ

ばならないことを規定させていただいております。第４条の町の責務では、町

は、基本理念に則り暴力団排除に関する施策を実施する責務を有するものとし、
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以下の３点の施策の実施に当たることを規定させていただいております。第５

条の町民等の責務では、町民は、基本理念にのっとり、暴力団排除に関する施

策に協力するよう努め、また事業者は、暴力団との関係を遮断し、町が実施す

る暴力団排除に関する施策に協力するよう努めること等を規定させていただ

いております。第６条の町の事務事業における措置では、１点目は町の事務事

業により暴力団を利することのないよう、暴力団等を入札等に参加させない等

の必要な措置を講ずることを規定、また町は事務事業の契約の相手方に対し、

下請け契約等の相手から暴力団員を排除するために必要な措置を講ずるよう

求めることを規定、また町は契約の相手方に対し、契約の相手方が業務の遂行

にあたって、暴力団員等から不当介入を受けた場合等に、警察署に通知するな

どの協力を行うよう求めることを規定させていただいております。また町は契

約の相手方が定められた事項に違反したときは、契約の相手方について、町が

実施する入札に参加させないなどの措置を講ずる規定をさせていただいてお

ります。第７条の公の施設の利用の不許可等では、町、教育委員会、指定管理

者は町の施設が暴力団との活動に利用されると認めるときは、施設の使用を許

可しないこと、またすでに許可して暴力団の活用に利用されていると認めたと

きは、使用を中止させることができることを規定させていただいております。

第８条の町民等に対する支援では、町は、町民等が自主的に暴力団排除のため

の活動に取り組むことができるよう必要な支援を行うことを規定させていた

だいております。第９条の広報及び啓発では、町は、町民等に対して暴力団排

除の重要性について、広報及び啓発を行うことを規定させていただいておりま

す。第１０条の青少年に対する指導等のための措置では、町は、学校、地域及

び職場において青少年が暴力団排除の重要性を認識するために、必要な措置を

行ない、また青少年の育成に携わるものにも必要な支援を行うことを規定させ

ていただいております。第１１条、第１２条の暴力団の威力を利用することの

禁止、利益供与の禁止では、町民等は、債権の回収、紛争の解決等に関し、暴

力団の威力の利用、利益供用をしてはならないことを規定させていただいてお

ります。第１３条の祭礼等における主催者等の措置では、祭礼、花火大会、興

行その他の公共の場所において、不特定又は多数の者が一時的に集合する行事

を主催する者等は、当該行事に暴力団を関与させてはならないこと等を規定さ

せていただいております。第１４条ではこの条例に定めるもののほか、必要な

事項は規則で定めることを規定させていただいております。 
○ 議長 笹木 英二 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 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 
 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） 
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○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結します。 
 お諮りいたします。議案第２０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 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程２４番 議案第２１号 団体営土地改良（月形地区維持管理）事業の

計画変更について 
○ 議長 笹木 英二 日程２４番 議案第２１号 団体営土地改良（月形地

区維持管理）事業の計画変更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 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 
  補足説明 

計画変更の理由を申し上げます。国営篠津中央土地改良区事業等における用

水系統の見直し、及び国営篠津中央二期土地改良事業による石狩川頭首工の全

面改修に伴いまして、施設の管理方法が変更となったためでございます。３の

変更内容でございます。代かき期、普通期、深水期の期別期間の変更について

は、代かき期は５月１日から６月１０日までが５月１１日から５月２５日に変

更、普通期は６月１１日から８月３１日までが５月２６日から６月３０日と７

月１１日から９月２０日の２つの期間に変更、深水期は変更前は期間の設定が

なしに対し７月１日から７月１０日となるものでございます。受益面積の変更

ですが、変更前１４３３．９２ヘクタールから変更後１４４９ヘクタールとな

ります。事業費の変更ですが、変更前４,３００万円、変更後１,８１１万円と

なります。 
○ 議長 笹木 英二 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 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 
 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 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結します。 
 お諮りいたします。議案第２１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 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程２５番 議案第２２号 団体営土地改良（中小屋地区維持管理）事業
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の計画変更について 
○ 議長 笹木 英二 日程２５番 議案第２２号 団体営土地改良（中小屋

地区維持管理）事業の計画変更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 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 
  補足説明 
  計画変更の理由を申し上げます。先ほどの議案第２１号と同様でございま

す。３の変更内容でございます。代かき期、普通期、深水期の期別期間の変更

については、先ほどの月形地区と同様で、代かき期は５月１日から６月１０日

までが５月１１日から５月２５日に変更、普通期は６月１１日から８月３１日

までが５月２６日から６月３０日と７月１１日から９月２０日の２つの期間

に変更、深水期は変更前は期間の設定がなしに対し７月１日から７月１０日と

なるものでございます。受益面積の変更ですが、変更前１５１８．３ヘクター

ルから変更後１４３４ヘクタールとなります。事業費の変更ですが、変更前４,
１００万円、変更後２,１４０万６,０００円となります。 

○ 議長 笹木 英二 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 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 
 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 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結します。 
 お諮りいたします。議案第２２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 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程２６番 諮問第１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 笹木 英二 日程２６番 諮問第１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 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 諮問第１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、次の者を人権擁護委員として法務大臣へ推薦したいから、人権

擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定によって、議会

の意見を求めるものです。 
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  記といたしまして住所、樺戸郡月形町字南耕地３１６番地１０、氏名、本

間信子氏、昭和２３年１２月１６日生まれでございます。本日の提出でござい

ます。なお、現在、月形町には３名の人権擁護委員がおられますが、本間信子

氏につきましては、１期目として平成２２年７月１日から本年６月３０日まで

が任期となっており、今回の提案につきましては、本年７月１日から平成２８

年６月３０日までの３箇年ということであり、委嘱予定日の３箇月前までに法

務局に書類提出が必要であるということで、本日の提案とさせていただいたと

ころであります。どうぞ、宜しくお願いいたします。 
○ 議長 笹木 英二 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 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
 お諮りいたします。諮問第１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 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって諮問第１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 笹木 英二 暫時休憩します。     （午後 ３時４８分休憩） 
○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開します。 
                        （午後 ４時００分再開） 
 
◎ 日程２７番 平成２５年度町政執行方針（町長）、日程２８番 平成２５年

度教育行政執行方針（教育長） 
○ 議長 笹木 英二 日程２７番 平成２５年度町政執行方針（町長）、日程

２８番 平成２５年度教育行政執行方針（教育長）を一括議題といたします。 
○ 議長 笹木 英二 最初に、平成２５年度町政執行方針の説明を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 町政執行方針を、別紙のとおり朗読説明する。 
○ 議長 笹木 英二 続いて平成２５年度教育行政執行方針の説明を求めま

す。 
○ 議長 笹木 英二 教育長 
○ 教育長 松山  徹 教育行政執行方針を、別紙のとおり朗読説明する。           
○ 議長 笹木 英二 以上で執行方針の説明を終わります。なお、ただ今の

町政執行方針及び教育行政執行方針に対する質疑は、一般質問として３月１３

日、１４日の本会議において行いますので、ご承知願いたいと思います。 
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○ 議長 笹木 英二 お諮りいたします。本日の会議時間は議案審議継続の

ため、あらかじめ延長することにしたいと思います。これについてご異議ござ

いませんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よってあらかじめ延長するこ

とに決定いたしました。 
 
◎ 日程２９番 議案第１７号 月形町道路占用料条例の一部を改正する条例

の制定について、日程３０番 議案第２３号 石狩川流域下水道効果促進事業

（汚泥等受入施設建設事業）に対する支援に関する事務の委託について、日程

３１番 議案第２４号 平成２５年度月形町一般会計予算、日程３２番 議案

第２５号 平成２５年度月形町国民健康保険事業特別会計予算、日程３３番 

議案第２６号 平成２５年度月形町農業集落排水事業特別会計予算、日程３４

番 議案第２７号 平成２５年度月形町介護保険事業特別会計予算、日程３５

番 議案第２８号 平成２５年度月形町後期高齢者医療特別会計予算、日程３

６番 議案第２９号 平成２５年度国民健康保険月形町立病院事業会計予算 
○ 議長 笹木 英二 日程２９番 議案第１７号 月形町道路占用料条例の

一部を改正する条例の制定について、日程３０番 議案第２３号 石狩川流域

下水道効果促進事業（汚泥等受入施設建設事業）に対する支援に関する事務の

委託について、日程３１番 議案第２４号 平成２５年度月形町一般会計予算、

日程３２番 議案第２５号 平成２５年度月形町国民健康保険事業特別会計

予算、日程３３番 議案第２６号 平成２５年度月形町農業集落排水事業特別

会計予算、日程３４番 議案第２７号 平成２５年度月形町介護保険事業特別

会計予算、日程３５番 議案第２８号 平成２５年度月形町後期高齢者医療特

別会計予算、日程３６番 議案第２９号 平成２５年度国民健康保険月形町立

病院事業会計予算、以上８議案について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 笹木 英二 副町長。 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 
  補足説明 
  提案説明を申し上げます。 
  議案第２４号 平成２５年度月形町一般会計予算から議案第２９号 平成

２５年度国民健康保険月形町立病院事業会計予算まで、６会計の提案主旨につ

いては、町政執行方針の予算大綱で申し上げたところでございます。また予算

に関連する議案第１７号 月形町道路占用料条例の一部を改正する条例の制

定について他１件につきましても合わせて提案するものでございますので、宜
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しくご審議いただきますようお願い申し上げます。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりました。お諮りいたします。ただ

今上程されました平成２５年度各会計予算及び予算関連条例の審査について

は、議長を除く全員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審査

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 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって平成２５年度各会計予

算の議案第２４号から議案第２９号の６議案、各予算関連条例議案第１７号及

び議案第２３号の２議案合わせて８議案については、議長を除く全員で構成す

る予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。 
お諮りいたします。３月６日から３月１２日は会議規則第１０条第１項及

び同条第２項の規定により休会とし、３月１５日から３月２０日まで予算特

別委員会において平成２５年度各会計予算及び関連議案の審査のため、休会

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 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって３月６日から３月１２

日は会議規則第１０条第１項及び同条第２項の規定により休会とし、３月１５

日から３月２０日まで予算特別委員会のため、休会することに決定いたしまし

た。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩します。     （午後 ４時４５分休憩） 
○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開します。 
                        （午後 ５時 ９分再開） 
 
○ 議長 笹木 英二 この際、報告いたします。予算特別委員会の委員長に

堀 広一君、副委員長に金子廣司君が互選されましたので報告いたします。 
 
○ 議長 笹木 英二 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 
よって本日は、これをもって散会いたします。 

   （午後 ５時１０分散会） 
 


