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会議に付した事件は次のとおりである。 
 議案第３２号 平成２５年度月形町一般会計補正予算（第２号） 
 議案第３３号 平成２５年度月形町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号） 
 議案第３４号 常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び教育長の

給与、勤務時間その他勤務条件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３５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３６号 月形町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
 議案第３７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３８号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 
 議案第３９号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 
 承認第１ 号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度月形町

一般会計補正予算第７号） 
 承認第２ 号 専決処分の承認を求めることについて（月形町税条例の一部

を改正する条例の制定） 
 報告第１ 号 繰越明許費繰越計算書について（平成２４年度月形町一般会

計） 
 報告第２ 号 株式会社月形町振興公社の経営状況について 
 会議案第２号 議員派遣について 
 
○ 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２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 
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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６月４日開催の議会運営委員会での本定例

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、

第２回定例会の運営について、去る６月４日に開催いたしました議会運営委員

会の協議結果について、報告いたします。 

  本定例会に付議され、提案されている案件は、町長の提案にかかるものと

して、一般会計補正予算他７議案、承認２件、報告２件合わせて１２件であり、

また、議会から会議案１件の提案を予定しております。 

  一般質問については、５月３０日の通告期限までに１名の議員から通告が

あり、本日、一般質問を行うことにいたしました。 

  以上のことから、会期日程について協議をした結果、議案数及び一般質問

者数等を考慮の上、本日１日間とすることに決定したところであります。 

  また、反問権の行使については、議事整理を含め当議会では認めておりま

せんので、あらかじめご了承願います。 

  以上をもって、議会運営委員会の報告といたします。 

○ 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１日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

１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 以上で諸般の報告を終わらせていただきます。 
 
◎ 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。 
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◎ 日程５番 一般質問 
○ 議長 笹木 英二 日程５番 一般質問を行います。通告に基づき発言を

許します。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君、発言願います。 
○ 議員 宮下裕美子 通告書に従い一般質問を行います。最初の質問は行政

改革の進捗状況と今後の進め方についてです。急速に進む少子高齢化などの社

会構造の変化や地方分権などに代表される制度改革、そして二度の政権交代に

よる国の政策の振れなど地方自治体を取り巻く環境は、変化の時代に突入して

います。その変化に対応し、住民への過不足ないサービスを提供するのが地方

自治体行政の役割です。そのため時代に合わせた行政改革は必要不可欠と言え

ます。このような時代背景と自治体行政の使命に基づき昨年４月に行われた行

政改革、つまり保健福祉課新設による３課から４課への機構改革も、時代のニ

ーズに合わせた取り組みであると理解しています。しかし、今年３月の予算特

別委員会で、この機構改革が機能しているのか疑問に感じる場面がありました。

保健福祉課と住民課の事務分掌が充分でないため、両課の担当者が同席し保健

福祉課の事業内容を住民課の課長が説明していたからです。本来、課が新設さ

れると同時に行われるべき事務分掌の分割整理が、新設から１年経過した時点

でもまだであったことに大変、驚きました。表面上、粛々と進められているよ

うに見える行政改革が、実は何も変わらず実態は相当遅れているのではないか

という疑念が湧いてきています。そう言っても行政改革は、機構改革だけでは

ないので、別の視点、例えば事務の効率化の視点から見ると全職員へのパソコ

ン導入と定期的なＯＳの更新や庁舎内ＬＡＮの整備などＩＴ技術の導入は、時

代に合わせた事務の効率化のための手段と言えます。私自身もパソコンやイン

ターネットを使っていますが、その利便性や適用範囲が日々拡大していて、情

報収集や分析、書類作成、連絡などどれを取ってもＩＴ技術なしに仕事をする

ことは考えられないし、様々な事務処理が格段に効率的になっていることに身

を持って感じています。一方、業務委託も事務効率化の１つの手立てです。業

務委託については、監査委員から平成２３年度決算審査意見書の中で「平成２

３年度委託料増は、財政硬直化の一因となっているので、委託業務事業との実

施に当たっては全般的な見直しをするなど厳正な執行が必要と考察される。」

と指摘されています。実際に委託料は隠れた人件費とも呼ばれ、形態こそ違い

ますが本質的には倍に人を雇っていることと同じです。元々行政の仕事であっ

たものを外部で行っているのだから、本体つまり役場職員の業務は総体的に減

ってきているはずと考えます。以上のように行政は様々な事務の効率化を図っ

てきたわけですが、これらの手立てで生まれた人的、時間的余裕は今現在どの
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ように活かされているのでしょうか。以上、これまでの内容を整理します。町

長にお伺いしたいのは、月形町における行政改革の進捗状況と今後の進め方に

ついて、特に先に触れた具体的な疑問点である機構改革と事務の効率化に触れ

ご答弁いただきたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 ご答弁申し上げます。今ほど質問にありました行政改

革でありますが、この機会に過去における行政改革の取り組みからご答弁申し

上げたいと思いますが、月形町行政改革は平成８年度に第１次行政改革大綱を

定めて以来、１８年度からの第３次行政改革大綱までということで、推進事項

に基づき具体的な取り組み事項を制定して、それらに基づいて取り組んできた

ところであります。またその大綱の策定や進捗状況の把握においては、月形町

行政改革推進委員会を設置し、委員、町民の意見や考えを反映しながら進めて

きたところであります。平成８年８月に策定した第１次行政改革大綱につきま

しては、平成１２年までの５年間、推進項目として事務事業の見直し、組織・

機構の見直し、定数管理及び給与の適正化そして効果的な行政運営と職員能力

開発、情報化の推進等による行政サービスの効率化、公共施設の設置及び管理

運営の充実でありました。平成１３年２月に策定した第２次行政改革大綱につ

きましては、平成１７年までの５年間、推進項目として事務事業の見直し、組

織・機構の見直し、定数管理及び給与の適正化、情報化の推進等により行政サ

ービスの効率化そして公共施設の効率的な活用と使用料の見直し、効果的な行

政運営と職員の能力開発、経費節減による財政健全化でありました。平成１８

年２月に策定した第３次行政改革大綱につきましては、平成２２年までの５年

間、推進項目として財政の健全化、経費の節減合理化、効果的・効率的な施設

の管理・運営、公共事業の見直し、事務事業の見直し、行政サービスの向上、

組織・機構の活性化と人材育成、定数管理及び給与の適正化、外郭団体及び特

別会計等の整理、また公正で透明な行政の推進、広域行政の推進１０項目であ

りました。行政改革の基本的な考え方、基本方針を申し述べさせていただきま

すと、今日の地方自治体においては少子高齢化の進行、ＩＴ化の急速な進展や

ライフスタイル多様化による社会情勢の変化、地球温暖化による環境意識の高

まり等によって、行政に求められる内容は益々、多様化・複雑化し、今まで以

上に迅速で適正な対応が求められています。更に世界的な景気後退等によって

国内情勢や地域経済が不安定になっており、このような状況を推し量ると今後

も地方財政の好転は見込めない状況であると言えます。こうした環境変化の厳

しい状況であっても、住民ニーズに適切に答えて満足できるサービスを提供し

ていくためには、これまで取り組んできた事務事業の見直しや行政組織の効率

化はもちろん、地域住民の理解と協力で職員の意識改革を含めた新しい視点で
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の行政改革を積極的かつ計画的に推進して行かなければなりません。今回の行

政改革では、これまでの取り組みを踏まえつつ業務内容や業務量を検証し、行

政組織の見直し及び職員定数の適正化を行い、より一層の効率化と質の向上を

目指して行きたいと考えたところであります。第４次行政改革大綱については、

平成２３年度から平成２７年度までの５年間、推進体制に当たりましては、月

形町行政改革推進委員会の意見を尊重し、町議会と連携を図りながら月形町行

政改革推進本部を中心に全庁的に取り組み、町民をはじめ関係機関等に理解と

協力を得られるように努めたいと考えているところであります。最初に月形町

行政改革推進本部ですが、本部長は副町長、行政改革を推進していくための中

心組織として、大綱に基づく行政改革の進捗状況の検証と改革目標の達成に向

けての進行管理を行っているところでもあります。先ほど言った月形町行政改

革推進委員会は、非常勤特別職による行政組織として行政改革の進捗状況や、

新たな課題に対する意見の提出など、町民の立場から行政改革の実施状況を検

証していきます。また行政改革実施状況の公表ですが、進捗状況や実施成果に

ついては、広報紙や町ホームページ等を活用し、多くの町民に対して公表し、

意見や提案の把握に努めるとともに、行政改革はもちろんのこと、まちづくり

全体に反映させて行きたいと考えております。今回の推進事項ですが、一つは

行政組織の見直しであります。限られた人員で多種多様化する行政課題に対応

するためには、業務内容や業務量に見合った適正な人員配置が必要です。第３

次行政改革大綱の中で平成１８年７月に行政組織の再編をおこなったところ

ですが、行政を取り巻く環境が当時から大きく変化している部分もあるため、

時代に即応した組織に見直しを行い、より一層の効率化と質の向上を目指して

いるところです。取り組み内容としては、町民に分かりやすい組織、業務量に

見合った課、係に再編したところですし、管理職と係長、主査職配置の見直し

を行い、また決裁権の見直しを行っているところであります。もう１つ、職員

定数の適正化であります。これまで職員定数は、第３次行政改革大綱や定員適

正化計画に基づき民間委託等により、行政の効率化を図った上で退職後補充、

新規採用の抑制により削減を行ってまいりました。その結果、計画どおり人員

削減を達成することができましたが、職員の年齢構成に著しい不均衡が生じて

おり、様々な分野で行政需要に即応できる機動的な組織とするためには、職員

の年齢バランスにも配慮する必要があります。今後、定年延長制が導入される

動きがある中、長期的な視野に立って適正な人員管理を行ってまいります。ま

た組織見直しと合わせて限られた人員で多様化する町民ニーズに応え、質の高

い行政サービスを提供できるよう職員研修や人事評価制度等を活用して、職員

一人ひとりの職務遂行能力と資質向上を図り、少数制で持続可能な組織づくり

を進めていきます。取り組み内容としては、長期的な視野に立ち職員を計画的
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に採用すること。また定年延長になった職員を適材・適所に配置し有効に活用

すること。勧奨退職制度を活用し職員の新陳代謝を促進すること。職員研修や

人事評価制度を活用し職員の資質向上と能力開発を推進すること。以上ですが、

現在進められている第４次行政改革の柱は、行政改革の見直し、職員定数の適

正化についてです。行政組織の見直しにつきましては、昨年４月から保健福祉

課を新設し４課体制とするとともに、住民課、保健福祉課、産業課の係を再編

し、これに掛かる事務分掌について見直しを行いました。合わせて課長補佐を

配置するなど管理職の見直しや係長、主査の見直し、課長補佐に決裁権限を委

譲するための事務決裁規定の見直しを行い、今後、組織の見直しによって影響

ある細部に渡る事務分掌について現在も調整している状況であります。行財政

改革は５年間における取り組みになっていますので、時々の情勢変化もありス

ケジュールは流動的な部分もありますが、速やかに進めるべき努力をしていま

す。従って昨年、課再編での調整不足であった部分もありますが、あくまでも

内部の問題であり、それにより住民サービスが低下する影響はないものと認識

しています。改正後１年が経過し、職員が実践しながら課題・問題などについ

て検証できたことは、今後の町政の参考になると思っております。行政組織の

見直しは、町政の根幹に関わるものであり、行政サービスを行う体制を見直す

極めて重要なものであると認識していますので、多様化する町民ニーズに応え、

今まで以上に質の高い行政サービスを提供していくため、職員一人ひとりの意

欲と意識を高め、より一層の効率化と質の向上を図る組織つくりに主眼を置い

て、見直しを進めてまいります。行政改革においてパソコン導入や業務委託は、

事務の効率化を図るため現在、必然的な取扱いとなっていると言えます。行政

事務の効率化は余裕を求めるための取り組みでないことは誰もが認識してい

るところで、あえて効果活用とするなら平成８年から始まった行政改革の取り

組みにおいて、人員削減では町職員全体で平成１０年度、１２３名から１０８

名、１５名減、特に町長部局では平成１２年度、６９名から現在５６名、１３

名減となっているところであります。パソコン導入に際しては、スピーディー

な事務処理や正確性の向上、情報収集など業務に役立つ反面、文書資料作成の

高度化などによる事務量の増加、調査業務、報告業務量の増加、今後、権限委

譲事務などにより、以前と比べて明らかに業務量は増していくものであり、全

体として余裕は生まれているものではないと考えておりますが、今回の組織の

見直しで課長補佐を配置したので、課長・係長・係といったラインから一歩離

れたスタッフ職の視点で政策・立案等で課長を補佐する体制になるよう思考錯

誤しながら進めているところであります。今後の改革の進め方については、第

４次行政改革大綱を基本に進める他、行政改革推進委員会の意見も反映させな

がら、事務事業や人員構成などを考慮した人員体制や組織機構づくりに柔軟に
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対応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 ただ今、町長からこれまでの流れと事細かに行政改革

の現状について答弁いただきましたが、答弁でも少し触れられていた第４次行

政改革大綱の中で機構改革を行ったということで、行政改革大綱を進めるには、

行政改革推進委員会で町民の意見を聞きながら進めているということで、町民

の意見も反映したかたちであることは理解できました。しかし今言われたのは、

全体的総論、流れ・方向性あるいは計画的なものでしたが、先ほど指摘させて

いただいた実態がどの程度伴っているのか詳しい検証について実際に広報紙

等で報告しているということですが、例えば昨年の機構改革時に事務分掌が充

分に行われていないなど細かな点について報告されていないので、私たち議会

として色々な説明を求める際に事務分掌が充分にされていないと、２課に渡っ

て質問する、あるいは細かな点についてきちんとした分掌がされていないとい

うことで、混乱も生じているのではないかと感じています。先ほどパソコンの

導入などによる余裕は生まれていない、事務量の増加、人員削減によって生ま

れた余裕は次の段階にステップアップして使われているということでしたが、

今の時代に合わせた新たな取り組みとして例えば今、他の自治体において直接

国からの様々な交付金を得るために新しい事業を起こしながら事業展開して

いる提案型行政がスタートしています。けれどこれまで行政の１年間あるいは

以前からの様子を見ていると、基本的に省庁からおりてきたものだけを受け付

ける消極的行政運営が中心で、こちらから提案型の新たな予算獲得していくよ

うな新しいタイプの行政運営までは手が回っていないのではないかと考えま

す。本来、今求められている行政運営は、受け身ではなく積極的な攻めの行政

になっているのですが、様々な技術や委託等によって生じた人的・時間的余裕

をそういうものに振り分けるべきではないかと考えますが、このあたりは行政

改革大綱の中では触れられていなかったのですが、そこについて町長はどのよ

うに考えているか、お伺いします。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 基本的に２点だったと思います。１つは４課体制にな

った状況で事務分掌が明確に整備されていなかったのではないか。もう１つは

パソコンそれから業務委託によって生じた人員について攻めの行政を行って

いないのではないかということです。前段については、担当から説明させます。

後段の攻めの行政を行っていないのではないかということについては、先ほど

の答弁の最後に課長補佐職を設置したことについては、いわゆる課長の補佐と

して政策提案を含めたところを、補佐と一緒にやっていくという意味で機構改

革しましたという答弁をしました。 
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○ 議長 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 ご答弁申し上げます。昨年４月１日から住民課を住

民課と保健福祉課の２課にしました。これについては、本来、平成２３年１０

月１日が平成２４年４月１日と半年遅れましたが、その中の事務分掌の見直し

ということで、各課における事務分掌の見直しは行っておりますが、他課へ事

務分掌を移した方がいいのかどうかということを、今、やっております。それ

から検証もやっております。住民課と保健福祉課については切っても切れない

課で、住民課で国保関係を所管していますが、保健福祉課には専門の保健師等

がおり、特定検診などは国保から保健福祉課に委託をかけて町で行っておりま

す。そんなことから予算委員会・決算委員会では保健福祉課と住民課の者が一

緒に入っているということで、従来から同じでありますが、そんなことから保

健福祉課の者が答弁されるということがあったと思います。ただ混乱が生じて

いることはないと思っており、住民から保健福祉課・住民課で云々とクレーム

が起きたということは、私どもは承知していないので、混乱が生じているとい

う意味が分からないのですが、住民課・保健福祉課というのは、先ほど申し上

げましたように切っても切れない関係であるということを、ご理解いただきた

いと感じております。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 具体的なことに少し入ってきたので、それについて詰

めていきたいのですが、事務分掌で住民課と保健福祉課は切っても切れない関

係であると言っていましたが、住民ニーズに合わせて課を増設したということ

は何らかの意図があって事務分掌を分けることにより、より効率的・サービス

向上という目的があってやっていると思うので、それを切っても切れない関係

ということから両課でやるというかたちにすると、結局、二重行政、効率的で

ないかたちになる可能性がある。先ほど攻めの行政ということを言わせていた

だきましたが、今様々な自治体の中で特に教育分野と住民課などが一緒になり

子どもを対象にした子ども未来課など、年齢割の行政の今までの上級官庁縦割

りではなく、実際、住民ニーズに合わせた年齢構成で子ども未来課あるいは高

齢者課などのかたちの中に、今まで他課にまたがっていたものを１つの課に入

れて事務をする。それにより効率化や住民サービスが向上する動きがたくさん

でてきていると思います。本来、行政改革を次のステップとして進めるのであ

れば、今までの縦割りを修正してあちこちにやるということではなく、時代が

求めるあるいは一歩先に行くために大胆な機構改革が必要ではないか。そのた

めの政策、様々な攻めの行政が必要ではないかということで、先ほど町長は課

長補佐をそのために置いたということですが、今、課長補佐が置かれた後の攻

めの政策がどの程度進んでいるのかということが実感できていないのですが、
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行政の中でそれがうまく機能しているとすれば、そこは進めていただきたいけ

れど、先ほど言った機構改革の中で分割できないなら統合して総合的な取り組

みを進めることも可能ではないかと考えます。それと事務分掌について町民に

迷惑を掛けていないと言うことでしたが、町民に迷惑を掛けるということはど

のようなことか。目の前の事務が滞るということが一番ですが、役場業務の効

率化が損なわれて労働時間が増えるあるいは事務的に先に進まない、新しい取

り組みができないということは、月形町全体の行政が立ち後れることにつなが

って最終的にそれが町民の不利益になるのです。行政の仕事は、町民にとって

替えの利かない、ここに住んでいる以上行政の仕事と関係を持たざるを得ない

ようなものだから、できるだけ時代に合わせ、あるいはニーズに合わせて効率

的にやることにより、新しい取り組みに持っていく姿勢が必要ではないかと感

じています。それから平成２５年度予算委員会の中の有害鳥獣の部分について

言うと、今まで住民課で持っていたものが産業課に移ったけれど産業課でも有

害鳥獣の部分を持っていて、住民課でも４千円程度の小さな予算だけど持って

いるなど、それも整理して事務をする。そういう点は様々なところで少しずつ

あると思います。もう少し一歩先を行った今、私が感じているのは、今回の行

政改革なども今までの規定路線の中に含まれた中でのちょっとした改革のイ

メージでしか捉えられないので、更なる一歩進んだ攻めの行政についてどのよ

うに考えられるか、お伺いいたします。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午前１０時３３分休憩） 
○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
                        （午前１０時３４分再開） 
 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 行政改革は、質問にあったとおり時代に合わせて常に

永遠のテーマとしてやっていくというのは、宮下議員の質問主旨ですし、私た

ちもそのように考えているところであります。一つひとつの事案の中でこれも

違う、あれも違うと言っておりましたが、有害鳥獣については住民課提案の部

分は、ごみ袋の部分だけであって、予算上の中の小さな部分、現実的には主体

をどこでやっていくかということでは、それほど踏み外していないと考えてい

ますので、私の答弁としてはこれだけとさせていただき、その他気が付いた部

分については、担当から答弁させます。 
○ 議長 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 先ほど住民が混乱することについて言っていました

が、私どもは住民が混乱することが一番困るので、住民へのサービスが低下し
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ないよう先ほど町長が申し上げたように行政改革、組織再編、事務分掌の見直

しなどは、今後も続けて行かなければならないと感じております。それから課

の仕事をスピーディーにやっていくということは、前回は住民課に保健センタ

ーがありセンター長は主幹職でした。それを住民課・保健福祉課にして課長を

置き、住民課長と同じ権限ということでスピーディーな事務処理ができるよう

になったと感じております。今後も住民からの要望、宮下議員の言われる要望

があれば、将来の行革の中で取り組んでいくことは可能ですし、色々な住民サ

ービスが世の中のニーズによって変わっていきますので、今後の行革の中で考

えていきたいと感じているところです。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午前１０時３７分休憩） 
○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
                        （午前１０時３８分再開） 
 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 少し質問の方向を替えさせていただきます。今、地方

分権等の流れの中で、地方自治体が主体となって物事を変えていくという行政

を進める様々な制度改革がなされています。以前は上級官庁から法令などが下

りてきた通達をこなしていれば行政が充分に廻っていたけれど、それらがなく

なって各自治体独自に行政を進める方向に向いてきている時代になっている

のです。その時代にあって、今まで答弁を聞いていると確たるビジョンのない

中で、これまでの行政改革の方向を継承するようなかたちで、より効率化や住

民サービスの不足がないよう行政改革が進められていくような印象を受けま

した。それだといくら行政改革を進め効率化しても根本的な部分で今、地方自

治体に求められている行政サービスが不足していく危機感を感じています。特

に国の財政が厳しい中で提案型の事業提案をしながら予算を取って事業を進

めるかたちが多く占めております。もちろん従来型事務も残っていますが、新

しい取り組みの中で提案型のスタイルで今回も４月から臨時雇用者のことで

言えば提案型であったということが臨時会の補正であったのですが、様々な事

業で例えば温暖化対策や発電であったりということで、北海道の自治体でも

様々な取り組みがなされている。そういうところにあって、その部分に関する

攻めの行政をどのように取り組んでいくのか。先ほど答弁いただいたのは、今

までの流れで私からすると小さな改革だったと思うので、それを大胆に切り替

えて時代に即した改革を進めることで最終的に住民にとってより良い行政が

提供できると感じています。もし今のまま続けていくと目先では確かに問題は

起きないかもしれないけれど、全体から見るとかなり立ち後れた予算規模の小
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さい自治体になってしまうのではないかという危機感がありますので、それに

ついて町長の答弁をお願いします。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 先ほど答弁で「行政改革の見直しは、町政の根幹に関

わるものであり、行政サービスを行う体制を見直す極めて重要なものであると

認識していますが、多様化する町民ニーズに応え、今まで以上に質の高い行政

サービスを提供していくため、職員一人ひとり云々。」と答弁しております。

そのことをしてこれからの攻めの行政、提案型の行政に結び付いていくことで

あると考えております。 
○ 議長 笹木 英二 かみ合っていないようにも思いますが、宮下議員の発

言を聞いていると月形町独自の大きな政策のことを言っていると思います。国

から下りてきたことをただやっているだけではダメであるという質問である

と思いますが、この件については、決まりですので、これで終わります。次の

質問をお願いします。 
                   （金澤議員 午前１０時４２分退場） 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 できるだけ前向きな発言が引き出せるよう私としては

月形町の将来像をどのようにしていくかというビジョンを、この一般質問で引

き出して行きたいと考えて常にやっているのです。漠然とした答弁ですとイメ

ージがそれぞれ分かれていき方向性を見失ってしまいますので、できればかた

ちが見えるような答弁をお願いしたいと考えながら２問目に進みたいと思い

ます。 
  度重なる不祥事に対する改善策と検証についてお伺いします。月形町役場

において近年、大小様々な不祥事が頻発しています。以前に比べて公表する機

運が高まってきたこともあって目に付くようになったのかもしれませんが、そ

れにしても頻発していると感じるのは、私だけではないでしょう。この不祥事

の内容は、単純ミスから金銭に関わることまで様々ですが、この１、２年で私

が記憶しているものだけですが、豪雪時災害時要援護者への対応でこれは本来

対象となるべき乳児や障害者、あるいはケガをしている方々の所ではなく、高

齢者のみの対応であった。それに対してすでに規則が決まっているにも拘わら

ず見落としがあったということです。それから豪雪時の公共施設管理について

は、かなりの豪雪で対応不能の部分もあったと思いますが、一部損壊も含めた

対応の遅れは否めなかったと感じています。それから医療事故の事務処理につ

いては、事務処理のミスあるいは報告の遅れでした。つい最近のことでは、前

教育長の退職金に対して制度を勘違いしたことによる不適切な説明が３年間

続いたこと。これらパッと思い返しただけでも上げられます。不祥事内容は単
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純ミスから金銭に関わることまで様々でしたが、町民からの信用を損ねたこと

には変わらないと感じています。先ほど行革でも言いましたが、月形町民にと

って行政は月形町に住む限り何らかのかたちで関係を持たなければならず、替

えも利かない機関です。そしてこのような不祥事が起きて信用がなくなること。

それによるマイナスというのは最終的に町民に跳ね返ってくる。このことは私

たち議会も含めて行政に関わるもの全てが肝に銘じて取り組んで行かなけれ

ばならないことであると考えます。そこで質問ですが、これら不祥事が発生し

た際、理事者から原因・対策・改善策等が個別に発表されてきましたが、現在

それらは適切に運用され改善されているのでしょうか。それらの検証も含めて

行われているのか、お伺いしたいと思います。 
         （金澤議員 午前１０時４５分入場） 

（平田議員 午前１０時４５分退場） 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 不祥事として色々な事案がありますが、それぞれ内容

については、発生の経緯、原因として過失的なものから故意的なものまでそれ

ら経緯により対処方法は異なるものと考えているところであります。従ってそ

れぞれ改善策などをもって対処していくことは、組織として必然的な流れであ

ると考えております。対処について充分・不充分かは、それぞれ監督者や職場

内部での検証は当然ながら行うものであり、その内容結果を反映させることが

改善策として良い方向に向かうものと思いますので、不充分とならないように

努め、それぞれ対処していくものとしております。行政全体として未然防止対

策等については、理事者と職員の意思疎通と職員の資質向上が最も重要で、こ

れを怠り綱紀粛正や服務規程を徹底するなどの防止策だけで講じていても、職

員一人ひとりしっかりした認識が伴わなければ、防ぎきれるものではないと考

えております。そこで現在、理事者と職員の意思疎通という部分では、毎週の

庁内連絡会議や都度開催される庁議、年始及び年度はじめの訓辞を行っており、

さらに意思疎通を高めるため管理職との面談を行ない、町の重要施策や各課で

抱えている行政課題等について、意見交換や業務指示を行っているところであ

ります。また職場内においても、コミュニケーションを図るため様々なかたち

で行われているものと認識しているところであります。職員の資質向上面では、

コンプライアンスに関する研修をはじめ公務員の基礎・基本となる地方自治法

や地方公務員法の知識を習得する機会として、町村会の基礎研修や監督者研修

等を行っており、今年度は更なる組織力向上を図るため管理職を対象とした組

織マネージメント研修を計画しているところであります。また研修だけでは身

に付かない知識等については、常日頃から上司先輩職員が業務を通じて指導育

成を行っており、このような積み重ねが職員の資質向上につながっており、そ
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して組織力の向上につながり、遵法精神が高まって不祥事の起きない強い組織

になっていくと考えています。外部からの防止対策の視点では平成２３年６月

に法令遵守委員会を設置して３名の委員からの職員のコンプライアンスに対

する検証・意見などを受けております。これらの意見を受けて外郭団体等の準

公金の取扱い方の見直しや寄付採納事務取扱規定の制定など不祥事を未然に

防ぐための改善策を講じてきたところであります。さらに町民には職員が不祥

事を起こすことのないよう、また不祥事が起きてしまった場合においては、拡

大しないよう監視していただく意味も含めて広域通報制度も整備したところ

でもあります。これら内外の対策を通じて倫理観、透明性の高い組織を目指し

ていくとともに、不祥事の防止に努めていきたいと考えているところでありま

す。これらの対策が機能しているかの判断は難しいものと認識していますが、

当然ながら機能するものとして実施しているところであります。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 今、町長から答弁をいただきましたが、今の答弁自体

はそれぞれ不祥事が起きた際に改善策として挙げられるそのものです。例えば

コンプライアンス法令遵守委員会ができ条例もできましたが、それ以降も不祥

事は発生している。その中で今までの不祥事後の対策を色々な場面で説明され

ているのを一通り見てそこに共通することを抜き出すと、役場内の風通しが悪

くて情報が共有できていない。職場の雰囲気として気軽に相談・報告できない

雰囲気がある。そのことも含めて職員との意思疎通を密にしていくと言われて

います。今回の前教育長退職金問題時に広報紙にもこれと同じようなことが載

っていましたが、ずっとそのように言っていても現に不祥事が起きてしまう。

対策としてはもちろん耳障りがいいことであると思いますが、現実にそういう

雰囲気が払拭されていない。実際に改善されていないと感じますが、そこを町

長はどのように感じているでしょうか。 
                   （平田議員 午前１０時５２分入場） 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 私としては、不祥事は起こしていけないことであるし、

そのことについては、現在も全力でやっていると感じているところであります。

教育長退職金問題については、一番新しい事件として私たちは議会での議事録

につきましては、全職員に一度、目を通した上でそれぞれ課の代表と課全員で

の話し合いのことを、私ともう一度やるというかたちで今回、指示を出してい

るところであります。１２月定例議会における議事録そして３月は特に重要で

ありました。予算委員会を含めた一般質問・予算委員会の議事録などにつきま

しては、全職員が目を通して私の答弁が間違っていないかどうかについて確認

する状況で、現在進んでいるところであります。 
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○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 今回の対応について議事録を回しながら町長の対応が

間違っていないか確認しているということですが、今までの不祥事の対策とし

て職場の雰囲気をもっと改善して、意思疎通を密にしていくことがメインテー

マであるなら、これが間違っているかどうかということより、これをどのよう

に改善したらいいかということをボトムアップで皆さんとともに協議するな

ど様々な取り組みもできると思いますが、先ほど町長から対策について庁内連

絡会議あるいは訓辞・町議・管理職面談などを行っているということで、色々

な会議が設置されていると聞きましたが、自らもっと末端の職員を含めて新し

い対策を打っていくアイデアを募集する。他に小さな目がより一層細かく拾え

るようなシステムづくりなど、今まで考えていたものでは対応できなくてこの

ように不祥事が連続しているわけですから、何か新たな取り組みが求められて

いるのではないかと思いますが、それに対して今いくつか述べられて取り組ん

でいるということはありましたが、結局、結果が今のところは伴っていない。

より一層そういうことを重視するためにも全く別のスタンスの取り組みが必

要であると思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 私が町長就任以来、それまでなかった週一回ほとんど

月曜日、朝にやるのですが、庁内連絡会議を立ち上げて課内での検討事項ボト

ムアップをこの連絡会議にそれぞれ持ち寄ってくださいということを、再三に

渡ってしているところであります。そのことがしっかり機能しているかどうか

は別問題として、私はこのことを充実していくことが全職員一丸となっていく

一番の手立てであるかたちで、信念を持って現在も続けているところです。そ

のことについては再度、出席者は課長ですから、もう一度、再認識していただ

き、このことをもって最初にしっかりやっていきたいと考えているところであ

ります。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 それでは連絡会議を充実させ、ボトムアップ並びに細

かな連絡をしながら進めていただきたいと思います。一点、質問させていただ

きたいのですが、色々な不祥事がある中で事務処理や連絡ミスが各課共通する

ミス自体の中身は違うけれど本質的部分で同じものが案外あって、もう少し庁

舎内の情報共有あるいはミスのデータベース化などが充分に進めば、防げたも

のがあるのではないかというものもあります。先ほど言われた会議の充実など

はソフト面ですが、ハード的なものとしてミスあるいは対策のデータベース化

などを、より一層、事例を集めながら様々な検証の勉強会を開く。大手企業で

すとヒヤリハット事例の収集などできるだけ未然防止をする。１つの事件のサ
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ンプルの要因などを皆さんでたくさん検証して、それが起きないようなシステ

ムがすでに作られています。そのハード的な仕組みを作ることに対して何か考

えがあるか、お伺いします。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 重要な質問であったと思います。それらについては、

宮下議員の提案型の質問であると思います。そのことについては、しっかり取

り組んで行きたいと思いますが、せっかくそこまで有効な提案であるなら通告

書にしっかり記載していただければもっと前向きな答弁ができたと思い、極め

て残念に思います。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午前１１時００分休憩） 
○ 議長 笹木 英二 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） 
 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 特別職を対象にした倫理規定の制定についてお伺いし

ます。「前教育長退職金問題」については、今年３月の予算特別委員会での答

弁で、前副町長の勘違いによる答弁であったことが発覚しました。これに対し

て町長が３月定例会本会議最終日開会前に謝罪、広報４月号では謝罪文を掲載

して、何か一区切り着いたような雰囲気になっていますが、私はこの状況に全

く納得できていません。この問題には行政根幹にかかわる重大な問題が含んで

いるからです。「前教育長退職金問題」における重大な問題点とは、１点目と

して法令に基づいて事務を進めなければならない行政において、法令を充分に

理解しないまま事務を進めてきた行政の基本姿勢の欠如。２点目として事務を

統括する立場の前副町長が勘違いして３年に渡って確認を怠り、間違った説明

を議会引いては町民に行ってきた事務の不作為。３点目として３年間、職員は

その間違いに気づいていたものの、それを上司が取り合わなかったという不可

バランスの欠如、４点目として町長はこの件に関する全てを前副町長任せにし

て、自らの自己責任を果たしていない管理責任の欠如。これらの他に、全ての

ことが発覚したときにはすでに前副町長が退任した後であったということも

問題の１つであると考えます。もし同様の不祥事を一般職や管理職が起こした

なら、地方公務員法月形町職員の公正な職務の執行の確保に関する条例、月形

町職員倫理規則等の規範や職員懲戒処分等に関する基準等に鑑みて問題点の

洗い出しと対策、そして処分が下されます。しかし副町長は特別職であり、こ

れらの法や条例等の対象外です。明確な倫理規範がないため残念ながら問題点

も処分も曖昧になっているのではないかと考えます。本来、組織を束ね代表す
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る特別職であれば、一般職員より高レベルの行動規範・倫理規範が求められ実

行されるべきですが、その裏付けとなり指針を示す明確な倫理規定がないのが

月形町の現状です。そこで特別職を対象にした倫理規範をもつ自治体がないか

調査しました。いくつもの自治体でそのようなものがあって、多くは議員を除

く特別職を対象にした倫理規範を持っていました。例えば高知市における高知

市特別職の職員の倫理に関する条例では、市長及び特別職職員の倫理原則が明

確に記されています。以上まとめ質問しますが、不祥事が続く状況において職

場の規範確保とこれからの行政運営を見据えたとき、特別職を対象にした倫理

規定の制定が必要ではないかと考えますが、町長の見解をお伺いいたします。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 先ほど前教育長退職金における答弁ということで、反

省を含めて私が議会で答弁する内容については、全職員にチェックしてもらう

ということで、先ほどの質問の中で答えたところです。今後、議会における答

弁の過ちというのは、いち早く修正する方向で動けるものと感じていたところ

であります。町長というのは町組織を総括代表する立場であり、その行動は自

ら律するべきと考えております。また、町長は倫理に関し政治資金規正法公職

選挙法公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律など

の公職にある者として適用される法律、その他の関係法令を遵守しなければな

らないことは、常識となっているところです。また、自らの行動が不適当と思

われる場合は、住民投票による解職制度があります。議会には町の不信任の議

決をする権限が与えられております。法的にもこのような環境になっているた

め、倫理規定を制定しなくても充分に規範確保につながるものと考えておりま

す。従って特別職の倫理規定が必要であると言われることのないように自ら襟

を正して行きたいと考えていたところであります。先ほど宮下議員の質問主旨

の中に、特別職の倫理規定・処罰規定を新たに設けると言っているのか、それ

については、ちょっと判断がつかない状況がありましたので、このような答弁

とさせていただきました。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 ただ今、町長から特別職の倫理規定は必要ないという

ことでしたが、特別職の中でも議員は執行権がありませんし、選挙も含めて全

く別の組織ですから、公職選挙法の中の特別職という分類でも議員は基本的に

外されるべきものであると思います。町執行側の特別職は町長をはじめ副町長、

企業団長など色々ありますが、その内首長に対して先ほど町長が言われた公職

選挙法公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律や政

治倫理規定、資産公開などありますが、これらは倫理規範ではなく禁止事項が

述べられているものです。これをやってはいけない。こういう報告をしなさい



 17 

というかたちのものはありますが、倫理規範となるものはありません。先ほど

紹介させていただいた高知市特別職の職員の倫理に関する条例には、事例とし

て第３条・第４条がありますので、少し読ませていただきます。「第３条 市

長は、次条に規定する倫理原則のほか、政治資金規正法、公職にある者等のあ

っせん行為による利得等の処罰に関する法律等の公職にある者に対して適用

される法律その他の関係法令を遵守しなければならない。第４条でここは地方

公務員法第３条第３項に規定する特別職職員・議会の議員を除くもの。という

括りの中で、「その特別職の職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に

対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民

の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いを

してはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。特別職の職

員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの

属する組織のための私的利益のために用いてはならない。」と５項目あり、特

別職のこうすべきという規範が書かれています。先ほどすでにある首長に対す

る選挙がらみの法律とは全く別の規範を示しているものなので、このようなも

のがあった方がいいのではないかと考えます。高知市の場合は、議員以外の特

別職はひとくくりにしていますが、他の自治体では首長だけ外して副町長以下

特別職の職員の分類でまた規定しているものもあります。副町長などは選挙に

掛けられていないので、その部分の附則を補うかたちで倫理規定が設けられて

おります。そのようなこともありますので、そういう内容の倫理規定が必要で

はないかと考えます。先ほど町長はその点が違うのではないかということだっ

たので、そのような規定であれば自ら律する規範となる指針としての条項は設

けることができる。住民投票のリコール対象などはあるかもしれませんが、リ

コールまで及ぶ、あるいは問責決議と重大な事例の段階までいくかで、このよ

うなかたちの倫理としてこのように進めていくかたちは示せるのではないか

と思いますが、その点について町長の見解をお伺いいたします。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 通告に基づく質問書の中に、職員については、不祥事

が起きたときには規範確保がきちんとされているけれど、特別職については、

その規範がないということでした。質問主旨にもいわゆる議会での発言責任と

して前副町長が退職後において責任を取っていないということと、今言われる

倫理規範ということで、より特別職が一般職員よりも厳しい倫理規範を持たな

ければならないし、その規範を設けられてということは、一般質問通告による

一般質問書にでてこないと考えております。この質問書の内容から処罰規定を

一般職と同じような処分規定を設けられてと考えておりました。 
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○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午前１１時２０分休憩） 
○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
                        （午前１１時２４分再開） 
 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 先ほど宮下議員からの質問の中の高知市については、

職員と同じ倫理規定を特別職にも作るべきということでした。私としては職員

を管理する身ですから、職員より高い倫理をもっていると感じております。職

員と同じ倫理規定を特別職も設けるべきであるということで、私は必要ないだ

ろう。それより何かあったときには自ら職員を退き、それは議会に提案してい

ます。町長については、公職選挙法でも公民権が停止されるときは、職員は退

職しなくても町長は辞職しなければならない極めて厳しい法律的な縛りを私

たち自身は持っているところですし、そのことは特別職になったときから持ち

合わせていると考えていますので、今回の提案について早速、取り組んでまい

りますという答弁はできかねます。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 町長は、特別職は職員以上の倫理観を持って職務に取

り組んでいると言われましたが、最初の質問の前段で「前教育長退職金問題」

の問題点を４つほど述べさせていただきました。これは明らかに一般職員であ

るなら処罰規定で充分に処罰されてしまうぐらいの規範違反、先ほど言った行

政の基本姿勢が欠如。事務の不作為。監督者としての責任問題など様々なこと

がありましたが、そのようなことがあると思われるけれど、今のところ謝辞で

終わりという事実があったので、これは特別職の倫理規範が一般職員より高く

設定されていないという疑問が起きたので、今回このような質問にさせていた

だいたのです。ですから、そこの部分を規範はあると言われても、現実にこの

問題は取り組み方でいかようにも現状では捉えられてしまう。基になる規範が

今のところない。ただ、私は、通常、職員に課せられている倫理規範を当ては

めても、これだけ重大な問題があると考えます。本来、自ら律するのであれば、

それなりの処分もあって然るべきと考えたので、このような提案をさせていた

だきました。それから、前の質問時でも触れましたが特別職のくくりで、町長

は選挙で就任したから公職選挙法の縛りなど色々ありますが、副町長以下特別

職の中にも色々な方がいます。首長までを含めた倫理規範を作っている所もあ

れば首長以外のところで倫理規範を作っている副町長以下職員のところでや

っている自治体もあります。そちらは先ほどの町長の答弁では不充分であると

思いますので、そこについてもう一度、ご答弁いただきたいと思います。 
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○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午前１１時２８分休憩） 
○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
                        （午前１１時３０分再開） 
 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 今、質問にどのように答えていいのか職員と相談した

ところですが、職員の倫理規定を越える私以外の特別職、副町長、教育長にお

いても同じように意識としては職員を越える倫理規定をもっていかなければ

ならないのは、特別職になったときから同じことであります。それを今、明文

化しなければならないかどうかを、ここで即答するというのは厳しいと考えて

います。これについて明文化しなくても特別職である限り、そのことをやって

いかない限り町民の皆様からリコールすらでてくる状況になると考えており

ます。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 答弁漏れがあります。「前教育長退職金問題」でいくつ

か指摘した事項があります。行政の不作為の部分などに対してきちんとやって

いるということであっても、私はやっていないと感じる。そういう問題点があ

るのではないか。それについて答弁がなかったので、それをどのように判断し

ているのか。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午前１１時３１分休憩） 
○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
                        （午前１１時４２分再開） 
 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 先ほど申し上げたとおり、副町長の議会における誤っ

た答弁そしてそれを職員がしっかり分かっていながら注意を怠った責任、それ

ら組織的な問題は、重要問題として今後、このようなことが発生してはいけな

いということで、議事録については全職員が縦覧して、課の中でしっかりもん

でもらい、それを私が課長・課長補佐と面談しながら一緒にチェックしていく

ことを、今後の対策としてやっていきたいという答弁をさせていただきました。

それが過去における状況の私が今後不正を防ぐための対策として先ほども言

わせていただきました。管理責任ということで考えたとき、議会でのお詫びそ

れから広報掲載での町民の皆様に対するお詫びが、私が管理責任として、しな

ければならないことであると考えました。これをして私がこれ以上の責任とい

うと減俸となると思いますが、この事件は減俸に値するものでなく、今後の組
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織の中でこういう事犯が発生しないためにやっていく仕組みづくりが重要で

あると考えております。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 今、町長が答弁され、４点質問したことに対する管理

責任だけが自分であると言っていますが、今は担当した副町長は退任されてい

る現状で、これら全てを含めた役場全体の責任が実は町長に掛かってきている

認識が私には感じられなかった。本来、一般職員が同じことをやったら先ほど

言った町処罰規定や倫理規範に反して、重い処分が科せられる事例になるはず

です。私はその委員ではないから断言できないけれど、かなり重い処分になる

と予想されますが、そうなることを副町長がされてそれを管理する町長がいて、

前副町長はすでに退任してしまった現在、それがオープンになった。そのとき

にどのような責任を取るかによって、先ほど言った役場庁舎内全体の規範、倫

理観、職員がやったときは処罰規定があって重い処分を受けるけれど、特別職

だったら辞めてしまえばその人の責任はないし、管理責任を取る人は自分の管

理責任のところだけ取って終わりということでは、役場全体としての統治機構

が働かないのではないか。だからこそ倫理規定などで縛ることも必要であると

思うけれど、それが必要ないと言うなら、この事件・問題の単体として考えた

とき、何らかの対応がもう少し必要ではないかと考えたので、今回質問させて

いただきました。それでも町長が必要ないと言うなら、もう最後の質問ですし、

そこまでと思いますが、組織を運営する中で町長が先ほど言われた職員より一

段高い倫理規範を持って進めなければ、組織は動かない。そのように進めてい

ると言うなら、行政は法に基づいて業務を行うのが最大基本なのに、決まりの

確認を怠って間違った説明をずっとしてきたということは、その部分だけの金

銭的な出入りはないけれど、今回に関わる大きな問題ではないかということで

提案させていただきました。そこを担当していた者がすでにいなくて、その上

司となる町長はどのように処理するのかという質問ですが、それを踏まえてお

答えいただきたい。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 そういうことを踏まえて、まず再発しないことという

ことを、先ほどから何度も申し上げています。今後における議会議事録につい

ては、全職員によるチェックをしていくということで、まず再発しないことで

あると考えています。副町長の発言責任については、これらが職員の懲罰に照

らし合わせたとき、減俸まで値しないという判断で、議会でのお詫びそして広

報でのお詫びというかたちでしたものであります。もう一度、これを職員がや

ったときには、これらも減俸に値するという判断があるなら、今の私の判断は

間違っていますので、その部分については、もう一度、職員の処分規範をしっ
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かり見極めた上で、判断していきたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 以上で一般質問を終結いたします。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午前１１時４８分休憩） 
○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
                        （午後 １時３０分再開） 

（吉川代表監査委員 午後 １時３０分退場） 
 
◎ 日程６番 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４

年度月形町一般会計補正予算第７号） 
○ 議長 笹木 英二 日程６番 承認第１号 専決処分の承認を求めること

について（平成２４年度月形町一般会計補正予算第７号）を議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 

（吉川代表監査委員 午後 １時３３分入場） 
○ 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 
  今回の専決処分につきましては、年度末を迎えてのものであり、予算を最

終的に整理するもので、例年おこなっているものでございますので、ご理解賜

りたいと思います。 
  議案書８４ページ、第２表 地方債補正です。変更です。一般廃棄物処理施

設広域整備事業から総合体育館整備事業まで、７つの事業について変更させて

いただくものでございます。なお起債の方法・利率・償還の方法は変更ござい

ません。 
  ２ 歳入です。１４款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 ４目 総務費国

庫補助金７,３７７万３,０００円の補正減について、１節の内容のとおりです。

交付金の交付限度額精査に伴う補正でございます。１５款 道支出金 ２項 

道補助金 ７目 土木費道補助金１２３万円の補正減について、２節の内容の

とおりです。道補助金の交付決定に伴う減でございます。 
  ３ 歳出です。２款 総務費 １項 総務管理費 ８目 財産管理費５,０
００万円の補正増について、２５節の内容のとおりです。財政調整基金積立金

５,０００万円を積み立てさせていただきましたが、平成２４年度繰越金が１

億２,６７０万円ほど発生すると見込んでおり、この内５,０００万円を財政調

整基金へ積み立てさせていただき、最終的繰越金が７,６７０万円程度発生す

ると見込んでおります。この積み立てにより平成２４年度末現在高財政調整基

金５億５,６２９万４,０００円となっております。４款 衛生費 ２項 清掃
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費 ２目 塵芥処理費１,５１８万３,０００円の補正減について、１９節の内

容のとおりです。岩見沢市・美唄市との一般廃棄物処理施設広域整備事業にか

かる負担金の減ということで、工事委託料の関係で減となったものでございま

す。８款 土木費 ３項 河川費 １目 河川総務費１００万円の補正減につ

いて、１５節の内容のとおりです。応急工事がなかったことによる減でござい

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 金子廣司君 
○ 議員 金子 廣司 １０７ページ、除雪対策費についてお聞きします。７

９８万２,０００円の補正減の根拠をお願いします。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 古谷 秀樹 当初予算編成に当たっては、過去５ヶ年それぞれ

月の降雪量の最高値・最低値を除き、平均降雪量を積算して当初予算を組んだ

ところでございますが、当初予算４,７９０万１,０００円、契約４,４６２万５,
０００円ということで、執行してまいりました。１１月、１２月、１月と推移

して特に１１月降り始めはさほどの降雪量ではなかったのですが、１２月につ

きましては、平成２３年度の降雪量を上回ったということ。また１月につきま

しても平均降雪量がかなり上回ったということで、１月末現在での予算執行状

況が契約に対して７５．６％ということで推移いたしました。残り２月、３月

という中で予算不足が見込まれるということで、３月に１,９７０万円を補正

させていただいたところでございます。これにつきましても過去５ヶ年の平均

値を使うわけですが、やはり平成２３年度の大雪が頭の中にあったということ

で、多少、過大に設計されたのかなというところでございます。結果的に２月、

３月については、２３年度の平均値は高い数値になっていますが、それを除く

とさほどではなかったというところで、予算が過大になったということで今回、

確定いたしましたので、減額させていただくということでございます。何分、

相手は空ということで、なかなか掴めない部分がございまして、その中で何と

ぞご理解いただきたいと思うところでございます。 
○ 議長 笹木 英二 金子廣司君 
○ 議員 金子 廣司 今言われることは大体、一般の答弁ですけれども、補

正を組んだ時に向こうからやっぱりこれだけでは足りないと要請があるので

はなく、こちらから雪の量を考えて足りないだろうと設定して向こうに、タコ

グラフで月報が上がってきているということで出すということで、使わなけれ

ばやらないという前課長の答弁だったので、こういう不用額があってもいいと

思いますが、私が疑問に思っているのは、最初に人件費約１,７００万円を組
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んですでに払い、補正には人件費が含まれていると思うのです。その中でどの

ようなチェックをしてお金が動いたのか今一、不明です。タコグラフで月報が

上がってきて稼動時間を見てお金を払っていると思うけれども、それだと委託

ではなくて、ただお金が足りないから払うなら、最初に払ったお金はどんな根

拠で渡しているのか、疑問に思うのです。３月にも質問しましたが、実績価格

が実際にかかっている人件費と燃料代を差し引くと、かなり余裕があったけれ

ど補正約１７００万円を組んで実際には減になったからいいですが、中身の透

明性が少し欠けるところがあるので、確認の意味で聞きたいのですが、どのよ

うなやり取りで金が動くのか、もう一度、お聞きします。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 古谷 秀樹 お金の支払いにつきましては、例年、年４回に分

けてお支払いしているところでございます。１回目が１１月分、１２月分とい

うことで１月に支払うということで、人件費の給与補償分についても１,７２

０万円を４回に分けて、１回当たり４２０万円を支払っています。先ほど申し

上げましたように１１月分、１２月分の１回目の支払いが１,４２１万３,００

０円、そして１月末精算によるところで１,９５０万４,０００円を支払ってい

ます。ここで７５．６％になりました。その後、不足が見込まれるということ

で補正をさせていただき、２月末現在の実績で１,３６１万４,０００円、最終

支払いで１,２２８万８,０００円ということで、トータル５,９６１万９,０００

円を支払ったというところでございます。従って予算が６,７６０万１,０００

円差引７９８万２,０００円の残ということですが、あくまでもベースが当初

の入札の際に私どもが設計した金額と入札額、分母と分子の関係で、当然、入

札率ということで９３．６９％、昨年の契約の場合、そのような落札率であり

ましたが、その都度、上がってくる実績報告ようするに出来高を積算して、そ

の率を先ほど申し上げた落札率を乗じてお支払いする。そして人件費部分につ

いては、借上車は人件費が入っていますが、対応機械については、人件費は別

で９３．６９％を乗じてということになりますので、人件費補償分については、

別枠でお支払いするということでやっております。従って２月２８日この予算

が足りなくなる時点で、設計変更の上申をしており、その時点でも特に補正予

算を満度に使うという考え方で上げているのではないということで、補正予算

の数字も当然、相手に知らせる必要もないし、あくまでも出来高のタコメータ

などを確認して出来高数量を算出してそれに先ほど申し上げた落札率を乗じ

て毎期支払いしているということでございますので、ご理解いただきたいと思

います。 
○ 議長 笹木 英二 金子廣司君 
○ 議員 金子 廣司 確認したいけれども、そうすると補正についても落札
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率を乗じてお金を渡していると解釈していいのですね。すると単純に言えば委

託でありながら工事請負と同じ感覚で理解していいということですね。そうし

たら実際に３月に私は色々と質問しましたが、中身については越権行為になる

から調査できないということで、それは今でも変わらないと思うけれども、あ

くまでも道単を使って積算、入札して通ったからそれに比例して補正を組んで

渡したということで、理解していいのですね。分かりました。１点だけ確認し

たいのですが、この委託費が適正かどうか我々はどこで判断したらいいのだろ

う。課長にお聞きしたいのですが、我々はどこで判断したらいいと思いますか。

この数字が道単を使っているのは分かるけれども、この道単が適正か。適正で

ないかというのは、我々はどこで基準を持ったらいいのか、参考のために教え

ていただくと助かります。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午後 １時４８分休憩） 
○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
                        （午後 １時５１分再開） 
 
○ 議長 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 積算の根拠でございますが、あくまでも私たちは北

海道標準価格である道単を使用させていただいております。これが正規単価と

私たちは考えて、それによる積算で発注しているということで、ご理解賜りた

いと思います。 
○ 議長 笹木 英二 金子廣司君 
○ 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 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 ９５ページ、国庫支出金、地域の元気臨時交付金の減

額についてですが、歳出１０６ページ、道路新設改良費の財源振替、１１０ペ

ージ、体育施設費の財源振替となっていますが、どういう対象事業が変更にな

ったのか。どんな理由があってかなり大きい額が減額になったのか。当初、地

域の元気臨時交付金が補正前の額と比べると半分以下になっているのですが、

これについて詳しく説明願います。 
○ 議長 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 前回３月に補正させていただきました。総合体育館

耐震改修、市北第二線歩道造成、その他総合体育館整備事業ということで３本

トータル２億９００万円ほど上げさせていただきましたが、これを上げた時に
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は地域の元気臨時交付金事業ということで、国からの案内もございました。そ

の中ではっきりした要綱等決まっていない模索した中で上げさせていただい

ておりました。先般やっと国から内示的なものがあったわけですが、この内６,
０９８万３,０００円しか付かなかったということでございます。それに替わ

るものとして起債で増額になっていますが、そちらで財源調整させていただい

たということで、ご理解賜りたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 最終的内示があって付かなかったという事業展開はよ

くあることですが、半分以下になるというのは振れが大きい気がするのですが、

いくら概算・概略できたとはいっても、予算を立てて執行する場面において７,
０００万円から地方債が発行できるにしても、事業自体の設計が本来なら替わ

ってくるぐらい大きいものであると思います。それがなぜこんなに違っていた

のか。国の方針のぶれと理解していいのですか。 
○ 議長 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 先ほども申し上げましたように、はっきりした要綱

も定まっていない状況で出した時点で、はっきりしていないのだから平成２５

年度予算に廻すことも可能でしたが、地域の元気臨時交付金は普通の補助金で

すから起債とは違いますので返さなくて済むということで、実際、多めに組ん

でしまったというのが現状でございます。それは予算執行する行政側としては、

甘さがあったということで、ご理解賜りたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 事情は今更のことですので理解しますが、この手の交

付金は、今自民党政権になって箱物などの交付金の一つであると思いますが、

平成２５年度にかかるものとして流動的な交付金の可能性はあるのですか。 
○ 議長 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 宮下議員ご存じのように、政権交代が昨年１２月で

ございます。それからこれがパッと沸いてきました。平成２５年度につきまし

ては、このように期間がない中ではないのかなと考えております。 
○ 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。 
○ 議長 笹木 英二 他に質疑ございませんか。 
 
○ 議長 笹木 英二 平田文義君 
○ 議員 平田 文義 ２点ほどお聞きします。先ほど金子議員から色々と質

問があったわけですが、聞き逃したのかどうか分かりませんが、補正予算とい

うのは、工事をやっていて必要に迫られて予算を組んで執行すると思うのです。
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あらかじめ去年、今年の進捗状況を見ながら予算を組むのですか。それから、

専決処分は速やかに報告することになっていると思いますが、今日に延びた理

由をお願いします。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 古谷 秀樹 先ほど申し上げましたけれども、当初予算の編成

につきましては、過去５ヶ年の降雪量の平均値ということで積算したところで

ございます。ところが途中で不足が生じたということで、緊急要素があるとい

うことで補正予算を組ませていただいた。これをご理解いただきたいと思いま

す。そして事業が終わるのが３月ですから、３月末で数字が確定したため５月

で専決処分をしたということになるかと思います。ただ臨時会を開いて上げる

案件かどうかは総務課長の方であると思いますが、そのようなことにはならな

いのかなと思うところでございます。 
○ 議長 笹木 英二 平田文義君 
○ 議員 平田 文義 専決処分は速やかにすることになっているから、定例

会でなければできないということはないし、臨時会でもできると思うのです。

それができたら議会を開く暇がないときには、少し延ばしてもいいけれど、そ

ういう場合は臨時会を開いたときに提出することが立て前であると思います。

それから執行について、去年のものを見ながら今年の予算を組んだと言うけれ

ど、そんな理屈になるのか。当初予算は別ですが、補正で組んだものを減額す

るのだから、その場合、去年のものを見越して予算を組むのか。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 古谷 秀樹 増額補正予算を提出させていただいた際には、理

由を説明させていただき、ご承認いただいているものと理解しておりますので、

結果として予算を余したということでございますので、その時点ではご説明し

て承認いただいたものと理解するところでございます。 
○ 議長 笹木 英二 平田文義君 
○ 議員 平田 文義 金額が５０万円・１００万円ならいいですが、ちょっ

と大きい数字だからそんなに違うわけがないと思うのです。専決処分は速やか

におこなうことになっていると思うので、今後はできるだけ早めに提出するよ

うにしていただきたいと思います。 
○ 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いたし

ます。 
  お諮りいたします。承認第１号は、この際、討論を省略し原案のとおり承

認することにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。（「異議な

し」の声あり） 
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○ 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

承認することに決定いたしました。 
 
◎ 日程７番 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（月形町税

条例の一部を改正する条例の制定） 
○ 議長 笹木 英二 日程７番 承認第２号 専決処分の承認を求めること

について（月形町税条例の一部を改正する条例の制定）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。地方税の一部を改正する法律が平成２５年３

月３０日に交付され、同年４月１日から施行されることに伴い関連する本町税

条例の改正を行うものでございます。第３４条の７第２項は、寄付金税額控除

の改正で、ふるさと寄付金にかかる特例控除の見直しですが、平成２５年から

復興特別所得税が課税されることに伴い所得税において寄付金控除を受けた

場合、所得税を課税標準とする復興特別所得税額を軽減させるため、ふるさと

寄付金にかかる特別控除額の見直しをおこなうものでございます。第５４条第

５項は、固定資産税の納税義務者等にかかる改正でございます。第１３１条第

４項につきましても、同じ改正であり、特別土地保有税の納税義務者等にかか

る改正でございます。附則第４条の２は、公益法人等にかかる町民税の課税の

特例ですが、引用法令の改正に合わせて条項中の字句を改めるものでございま

す。１１８ページ、附則第７条の３の２第１項は、住宅ローン控除の期間延長

についてであり、住宅ローン控除を平成２６年４月１日から平成２９年末まで

４年間延長したことにより、条項中の平成３５年度を平成３９年度に、平成２

５年度を平成２９年度に附則第５条４の２第５項を附則第５条４の２第６項

に改めるものでございます。附則第７条の４は、寄付金税額控除における特例

控除額の特例ですが、引用条例の条項の改正に合わせ加えるものでございます。

附則第１７条の２第３項は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場

合の長期所得にかかる町民税の課税の特例ですが、引用条項の条例に合わせ改

めるものでございます。附則第２２条の２第２項は、東北東日本大震災にかか

る被災居住用財産の敷地にかかる譲渡期限の延長の特例についての改正でご

ざいます。この改正により関連する他の附則条項も改めるものでございます。

１２０ページ、附則第２３条第１項は、東日本大震災にかかる住宅借り入れ等

特別税額控除の適用期間の特例ですが、引用条項の改正に合わせ改めるもので

ございます。 
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○ 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。承認第２号は、この際、討論を省略し原案のとおり承

認することにいたしたいと思います。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

承認することに決定いたしました。 
 
◎ 日程８番 議案第３２号 平成２５年度月形町一般会計補正予算（第２号） 
○ 議長 笹木 英二 日程８番 議案第３２号 平成２５年度月形町一般会

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 
  議案書６ページ、第２表 地方債補正です。変更です。中小屋東地区経営

体育成基盤整備事業限度額１５０万円を２１０万円、中小屋地区経営体育成基

盤整備事業限度額２０万円を９０万円とさせていただくものでございます。な

お起債の方法・利率・償還の方法は変更ございません。 
  ２ 歳入です。１４款 国庫支出金 １項 国庫負担金 ２目 衛生費国

庫負担金１５万５,０００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、課税標準額の減に伴う軽減負担金でございます。１５款 

道支出金 １項 道負担金 ２目 衛生費道負担金９９万４，０００円の補正

減について、１節の内容のとおりです。これについても先ほどと同様でござい

ます。２項 道補助金 ５目 農林水産業費道補助金１４６万５,０００円の

補正増について、１節の内容のとおりです。中小屋東地区・中小屋地区経営体

育成基盤整備事業量増によるものでございます。８目 消防費道補助金１,２
２８万５,０００円の補正増について、１節の内容のとおりです。歳出で説明

申し上げますが、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）、自動起動装置設備工

事にかかる補助金を計上させていただきました。なお、この事業は１００％の

補助となっております。１９款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金１,１
４６万５，０００円の補正増について、１節の内容のとおりです。平成２４年

度からの繰越金でございます。前年度からの繰越金が先ほど専決処分で申し上

げましたように７,６７０万円ほど発生するのではないかと見込んでおります。
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今回の補正で１,５７０万１,０００円の繰越金となったわけですが、現段階で

６,１００万円ほど留保しているということで、ご理解を賜りたいと思います。 
  ３ 歳出です。２款 総務費 １項 総務管理費 ８目 財産管理費８１

４万８,０００円の補正増について、１５節の内容のとおりです。多目的研修

センター暖房設備等改修工事を予定しております。これにつきましては、３月

に入ってボイラーの熱が循環しないと管理人から連絡を受けて、職員も専門業

者に連絡してチェックに当たっていましたが、なにせ昭和５８年建設以来のボ

イラーを使用していましたが、配管等の老朽化により熱が循環しなくなったた

め、今回、ＦＦ式集中温風暖房から各室暖房に切り替える工事費を計上させて

いただきました。６款 農林水産業費 １項 農業費 ５目 農地費２９２万

７,０００円の補正増について、１９節の内容のとおりです。事業量増のため

に行うものでございます。８款 土木費 ２項 道路橋梁費 １目 道路維持

費３３２万９,０００円の補正増について、１５節の内容のとおりです。四十

三線外道路補修工事ということで、融雪後に防護柵が倒れていることが判明し

たため、今回の補正により四十三線防護柵１４５メートル、四十六線ガードケ

ーブル２５メートルの補修をさせていただく予算を計上させていただきまし

た。９款 消防費 １項 消防費 ２目 防災費１,２２８万５,０００円の補

正増について、１５節の内容のとおりです。当町においてＩＴ告知端末機は平

成２３年４月から供用開始、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）につきまし

ては、平成２４年４月に運用開始させていただいております。今回この２つの

設備を連動させて緊急地震速報、国民保護に関する情報等対処に時間的余裕が

ない事態に対する緊急情報等を瞬時に住民に伝達するため、自動起動装置を消

防に設置させていただき、ＩＴ端末機に連動させる工事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。（「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。 
 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３２号は、原案のとおり可決することといたし

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。 
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◎ 日程９番 議案第３６号 月形町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の制定について、日程１０番 議案第３３号 平成２５年度月形町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第１号） 
○ 議長 笹木 英二 日程９番 議案第３６号 月形町国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の制定について、日程１０番 議案第３３号 平成２５

年度月形町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１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 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 
  議案第３６号 月形町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、改正の主な要旨を申し上げますと、地方税法等の一部改正及び平成２

５年度の税率試算を行った結果、医療給付費分について不足する見込みである

ため、保険税率の改正が必要となったことから、条例の改正をお願いするもの

でございます。改正内容につきましては、事前に配付させていただいておりま

す議案第３６号の説明資料に基づきまして説明させていただきたいと思いま

す。 
  説明資料により説明する。 
  議案第３３号 平成２５年度月形町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号） 
  補足説明 
  ２ 歳入 １款 国民健康保険税 １項 国民健康保険税 １目 一般被

保険者国民健康保険税１,７７７万７,０００円の補正増について、１節から３

節の内容のとおりです。本年度分の課税標準額の増と先ほど申し上げました税

率改正に伴う補正増でございます。３款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 １

目 財政調整交付金７００万円の補正減について、１節の内容のとおりです。

予算策定したときは、課税標準額が下がるとの見込みで調整交付金を算定して

いただきましたが、実際は課税標準額が伸びていること。また年々、交付実績

が減少している傾向にあることから、減とさせていただいたものでございます。

６款 道支出金 ２項 道補助金 １目 財政調整交付金１６１万９,０００

円の補正減について、１節の内容のとおりです。先ほどの国庫補助金の財政調

整交付金と同じ理由により、補正減となるものでございます。 
  ３ 歳出 １０款 諸支出金 １項 諸費 ２目 過年度返納金８７３万

５,０００円の補正増について、２３節の内容のとおりです。前年度返納金の

精査による増額でございます。 
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○ 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 国保税の税率改正について、別表で今年度は税収が上

がるということで、こんなに税率が一気に上がると予想していなくて、昨年は

税率改正がなくその前の年に大幅な税率改正を行った上で様子を見ていたわ

けですが、今回は前回ほどではないにしても比較的大きい税率改正がなされた

と思います。先ほど税率を改正することにより税収が上がるから補正予算をい

じっているわけですが、なぜここまで税率を上げなければ成り立たなかったの

か、お伺いいたします。 
○ 議長 笹木 英二 住民課長 
○ 住民課長 東出 善幸 今回の補正につきましては、まず課税標準額の見

込み額が明らかになったこともございますが、再度、歳入と歳出の試算を行っ

たところ、先ほども説明いたしましたが、国と道の調整交付金におきましては、

予算算定時では課税標準額が下がる見込みでしたので、交付金は上がるだろう。

ところが実際には下がって入ってくるということでございます。それと平成２

４年度分にかかります返還金を今回の補正でも提出しておりますが、それらも

ある程度判明いたしました。また医療費の伸びにつきましては、当初どおり変

更がないということで算定しております。また平成２５年度予算につきまして

は、基金１千万円を取り崩すということで予算の中に入っております。これら

を考慮いたしまして、医療費と財源のバランスを検討した結果、やはり税率ア

ップ、応益割を上げざるを得ないのではないかということで、税率を１．１％

上げさせて計上させていただいたところでございます。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 私も以前、国保運営協議会委員をやっていたときに、

国保の場合は色々と制度改正がすごく複雑で、単純にその年に税金が上がった

から必ずしもうまく捗るものではなく、前年度の返還金が発生するなど様々な

要因があるので、なかなか難しい計算をしながらこの数値がでたと思いますが、

今回、一番に危惧するのは、所得がかなり上がっているということを受けて、

限度額が変わらなかったということで、限度額を越える世帯がたくさんいたの

ではないか。実際のところ平成２４年度で限度額を越えた世帯、今回、現状で

はどのぐらい限度額を超えている世帯が増えたのか、その数字を教えていただ

きたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 住民課長 
○ 住民課長 東出 善幸 平成２４年度限度超過におきましては、６２世帯

です。平成２５年度課税標準額がある程度、決定した今の段階では、７４世帯
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の見込みでございます。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 今、世帯数を聞いて、全体の割合としてそれほど大き

くなくても、それなりに上がっていて、ちょっと一番気になるのは、軽減税率

の方もいる、超過分の方々の所得は上がっているけれど、税収自体は頭打ちの

ようになって、結局、不足分が発生したものを中間層の方々が、税率を上げる

ことで負担するという構図になっていると思います。前より中間層の方の負担

感が大変になってくる。税の上げ方の問題として、そういう現実を踏まえて限

度額を単独で上げることはできないまでも中間層の方々の負担をどうにかし

て改善して行かなければ、国保のしくみ自体がうまく廻っていかないと思いま

す。国に制度改正を求めることも一つの指針であると思いますが、それ以外に

うちの町の国保運営としては、何かやれることはないのでしょうか。 
○ 議長 笹木 英二 住民課長 
○ 住民課長 東出 善幸 国保税の決定につきましては、私の考えとして対

処的な処方と根本的な処方みたいなものがあると思います。対処的なものとし

ては、保険税を上げる。国、道の負担金を増額してもらうことで、ある程度の

医療費を賄うことができると思います。根本的なものとしては、早期診断、早

期発見に伴う部分、病気にならないための健康予防、ジェネリック薬品の投与、

これらで医療費を下げられるのではないかと思っております。今、私ども住民

課では、国保部分だけですが、レセプトの分析をおこなっております。どのよ

うな分析をおこなっているのかというと、町外の病院にかかっている患者でジ

ェネリック薬品の投与を受けている方を抽出しております。数字的にはうちの

医療費が年間約３億８,０００万円そのうち２,５００万円が薬ということで、

約７％を占めております。そこでジェネリック薬品を使用している方がどれだ

けいるのか。どれだけの効果があるのかという分析をおこないまして、これら

に基づき検討して町立病院とも打ち合わせをしていきたいと、私個人としては

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。 
○ 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いたし

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３６号及び議案第３３号は、原案のとおり可決
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することといたしたいと思います。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３５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 
○ 議長 笹木 英二 日程１１番 議案第３５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と、国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対

処するため、平成２４年４月から平成２６年３月までの間、国家公務員の人件

費を平均７．８％削減しているところですが、地方公務員においても国家公務

員の水準まで削減し、国と同様に公務員が先頭に立って日本再生に向けて取り

組んでいく姿勢を示す必要があるということで、国からの要請に基づき給与を

減額するため条例を改正するものでございます。また職員の給与に関する条例

の他、給与の減額措置の実施により影響のある職員の育児休業等に関する条例

及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例についても、合わせて改正するもの

でございます。次に改正内容を申し上げますと、第１条の職員の給与に関する

条例の一部改正では、附則に給与及び期末手当の減額規定等を追加するもので、

１２項で平成２５年７月１日から平成２６年３月３１日までの間に限り、給与

月額から職務の級に応じて１００分の３．８から１００分の６．３までを減額

する規定を追加するものであります。減額割合の算出に当たっては、国からの

要請では平成２４年度の国家公務員減額措置後のラスパイレス指数１００以

下をもって国家公務員の水準まで引き下げたこととなりますが、平成２５年４

月１日時点で昇級・昇格等により率が上昇していることが見込まれるため、平

成２５年４月１日時点での給与ベースにより、ラスパイレス指数を推計し、そ

の上で表にあるように減額割合を算出させていただきました。この表により行

政職給料表、１級及び２級が１００分の３．８、３級及び４級が１００分の５．

３、５級及び６級が１００分の６．３、医療職給料表（２）栄養士、薬剤師等

の給料表ですが、１級及び２級が１００分の３．８、３級及び４級が１００分

の５．３、５級が１００分の６．３、医療職給料表（３）保健師、看護師等の

給料表ですが、１級及び２級が１００分の３．８、３級及び４級が１００分の
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５．３、５級が１００分の６．３となっております。６６ページ、１３項では、

減額期間の平成２５年７月１日から平成２６年３月３１日までにおける勤務

１時間当たりの給与額について、減額後の額を用いている規定を追加させてい

ただくものでございます。１４項では、平成２５年１２月に支給される期末・

勤勉手当から一律１００分の７を減額する規定を追加させていただくもので

あります。第２条の職員の育児休業等に関する条例の一部改正では、給与の減

額措置の実施により影響があるため、附則に部分休業している職員の給与額の

特例減額後の額を用いる規定を追加するものでございます。現在のところ該当

職員はございません。また６７ページ、第３条の職員の勤務時間、休暇等に関

する条例の一部改正では、給与の減額措置の実施により影響があるため、附則

に介護休暇をしている職員の給与額の特例減額後の額を用いる規定を追加す

るものでございます。これにつきましても現在のところ該当職員はございませ

ん。この減額によりまして本町の平均減額率５．７４％となります。人件費の

影響額ですが、全体で２,２３８万２,０００円ほどとなります。 
○ 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。 

○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 当該職員の給与減額については、国から要請があって

マスコミで一時、話題になり、国が要請した中で地方がこれに従うかどうかと

いうことで、全国各地、自治体で色々な反響が広がっているのをＴＶ等で報道

されたと思いますが、月形の場合、組合との交渉ではどのようなかたちでこの

ように最終決定されたのでしょうか。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 久慈 富貴 職員組合に対しましては、国の要請内容を充分に

説明した上で、主旨に賛同してもらいました。ただし、率については、それな

りの配慮を願いたいということで、結果このような率で合意いただいたという

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 率について配慮願いたいというのは、ここで等級別に

上級になるほど率が上がっているということですが、これは上級職の基本給が

高いことにより、全体的影響を抑えるために、１級及び２級は低い割合にして

上級になるほど高くするということの配慮があったということで、よろしいで

しょうか。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 久慈 富貴 国の分布につきましては、３段階、７級から更に

上のランクがございました。我々は６級までということで、２段階、当初、国
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と同じような条件ということで説明しましたが、組合からは国とは別として町

村独自で中堅層に配慮して、話し合いで３段階にしたいということで、このよ

うな結果となり配慮し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 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いたし

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３５号は、原案のとおり可決することといたし

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１２番 議案第３４号 常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条

例及び教育長の給与、勤務時間その他勤務条件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３４号 常勤特別職の職員の給与

及び旅費に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条

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と、先ほど議案第３５号で説明申し上げました

国家公務員の水準まで職員の給与を減額する一般職に合わせて、町長、副町長

及び教育長の給与を減額するため、条例を改正するものでございます。改正内

容を申し上げますと、第１条の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

の一部改正では、附則に給与及び期末手当の減額規定を追加するもので、１５

項では、町長及び副町長の給与を平成２５年７月１日から平成２６年３月３１

日までの間に限り、給与月額に１００分の９３．７を乗じて得た額とする規定

を追加させていただくもので、管理職の減額率６．３％と同じくするものでご

ざいます。１６項では、町長及び副町長の期末手当を平成２５年１２月分に限

り、期末手当の額に１００分の９３を乗じて得た額とする規定を追加させてい
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ただくもので、職員の減額率７％と同じくするものでございます。第２条の教

育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正では、附則に給

与の減額規定を追加するもので、３項では、教育長の給与を同じく平成２５年

７月１日から平成２６年３月３１日までの間に限り、町長・副町長と同様に給

与月額に１００分の９３．７を乗じて得た額とする規定を追加させていただく

ものでございます。なお、期末手当につきましては、教育長の給与条例第４条

で、常勤特別職職員の例によると規定されておりますので、常勤特別職職員の

例により減額されることとなるため、期末手当減額にかかる附則は、追加して

おりません。この理事者３名の減額率ですが、平均で６．４５％となります。

それから給与等の影響額ですが、３名で１３５万８,０００円ほどとなってお

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 今回、先ほど審議が終わった職員の給与月額が等級別

に３段階に分かれて設定され、それが基本給を含めて配慮して月額より上級が

減額率を高くなるように設定されていますが、特別職は管理職と同じだったと

いうのは、どのような理由から同じ額に設定されているのでしょうか。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 私としては、管理職と同率ということで、職員の皆さ

んには理解してもらえるものと私の中で判断して提案させてもらったところ

であります。３月だったでしょうか、退職金問題のときに大釜議員から質問が

ございました。私が就任したときには平成１６年１月に給与として１０％のカ

ットをしておりました。そして私が就任したのは、平成１６年１０月でありま

すが、当時、小泉政権下の三位一体改革ということで行財政改革が待ったなし

の状況でありました。そういう意味では職員にも犠牲を強いられなければなら

ないということで、職員につきましては、期末・勤勉手当のカットをしたわけ

ですが、そのときに私は１０％カットを議会の皆さんに提案して６８８,００

０円でした。その後、人事院勧告の提案の中で平成２１年１２月には職員と同

じ０．３％カットするというところで、私の給与が６８６,０００円これが本

則によるものでありました。前回の答弁でも述べたとおり空知管内で申し上げ

ましたが、私が確認しているのは南空知管内で、夕張市を残した４市４町の中

で本則での給与の低さということでは、月形町、私の所が一番であると考えて

いるところですし、そういう意味では、管理職と同率という状況でも決して理

解のできない数字ではないだろうと感じていたところであります。最高給料を

もらっている職員と私との９箇月間における減額される額としては、職員が３
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０万円、私が５０万円ということで２０万円の開きになります。それはもちろ

ん私の給料が高いからでありますが、そのことをして理解してもらえるだろう

と理解したところであります。今後における地方交付税の見直し等々がまたで

てくる状況の中では、私の報酬はまた違うかたちの考え方をしなければならな

い。今回は国のラスパイレス指数というところでもありますし、首長の削減率

は対象になっていない状況でもあります。長々と説明申し上げましたが、私は

そのことは職員を含めて理解してもらえる数字であると理解して、今回、提案

しているところであります。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 本給が安い云々ということは、この際、ここの場面か

らは違うのかなと。そもそも東日本大震災の財源確保という大名目があって国

の予算からそれらを出すということで、国家公務員が減給され、それに合わせ

て地方公務員も含め、それは最終的には交付税カットというかたちの中で行わ

れる前段として人件費カットという動きになっていると、これまでの様々な報

道から理解しているのですが、そうしたときに先ほど職員の説明時に国は７級

以上のものもあって３段階だったけれど、現実的にうちの町では２段階しか対

象にならないけれどそれを配慮しながら３段階にし、このように細かな地域に

配慮しながら職員と交渉して妥結したようなかたちにあって、町長ら管理職が

同額で果たして充分なのかという疑問が沸きます。先ほど昼休みに情報があっ

て、道でも労使交渉妥結したということで、知事の方でより一層、減額幅を大

きくして職員と比べても大幅な減額、当初予定していたよりも大幅な減額率で

妥結したとネットニュースで上がっていました。このようなかたちで様々なと

ころが統制をきちんとしながらも進めていく今回の給与削減というのは、一般

的削減の流れよりも少しそこがシビアに、特に国からの要請でスタートしたこ

とを認識すると、地方財政や過去の部分よりも違う意味合いなのかなと感じた

わけですが、町長はそれについて、いかがでしょうか。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 先ほど昼のニュースの中で、知事の削減率が報道され

ておりました。知事については、２％削減というところでございます。ただ知

事自体は、道財政状況の悪さの中で２５％削減しているところで２％というこ

とであります。先ほど申し上げましたとおり、私たちの町は職員給与を含めた

削減はしていない現実があります。その中で管理職にも提案申し上げる同率で

整合性があると踏んで、今回、提案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） 
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○ 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

原案に反対者の発言を許します。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 今回の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

及び教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改正する条

例の制定について、反対の立場で討論させていただきます。今回の給与削減に

ついては、東日本大震災の財源確保等を含めて国から要請があったことで進め

られていますが、一番、問題となるのは、もっとも高い率で減額される管理職

職員と同率で特別職も減額する点です。今日の一般質問でも申し上げたように、

全体の統治機構を維持するためには、やはり何らかのかたちで高い規範意識を

示すことが必要であると考えていて、町長の答弁からもそういう意識で行政運

営をおこなっていると述べられました。今回は国からの要請というかなり後発

的な減額となりますので、退っ引きならない地方財政とは全く関係のないとこ

ろでこのように減額になるわけですから、職員の最高減額より多少なりとも率

の高いところで特別職としての気持ちを示す必要があると考えます。ですから

今回のこの条例には反対したいと考えています。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午後 ２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。 
                        （午後 ３時 ５分再開） 
 
○ 議長 笹木 英二 次に原案に賛成者の発言を許します。 
○ 議長 笹木 英二 堀 広一君 
○ 議員 堀  広一 私は議案第３４号に賛成であります。削減率について

は、常勤特別職も含め一般職員についても自主的に削減をおこなっていると

ころもありますし、削減しない自治体もあり、その中で先ほど町長が述べら

れた提案については、私は納得する点が多いです。特別職が何らかのかたち

でより多くの気持ちを示してというのは、あまりにも理解しづらい理由であ

る。そこまで特別職のことを言うのであれば、議会議員自らも当然、理由は

ともあれ、削減に賛同する。あるいはそれに参加するということが本来であ

ります。そういう意味で議案３４号についての特別職の提案を認めるべきで

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３４号について、採決をいたします。
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議案第３４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３４号は、原案のとおり

可決されました。 
 
◎ 日程１３番 議案第３７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１３番 議案第３７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 
  改正の要旨を申し上げますと、旧札比内小学校の教職員住宅２棟を町営住

宅に移管することとしたため、条例を改正するもので、別表第１札比内団地の

項の改正では、札比内団地に昭和５８年度建設の住宅１戸、平成６年度建設の

住宅１戸、計２戸を追加するものでございます。また別表第２の改正では、別

表第１で追加する住宅が３ＬＤＫのため、札比内団地２ＬＤＫを札比内団地２

ＬＤＫ、３ＬＤＫに改め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いたし

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３７号は、原案のとおり可決することといたし

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１４番 議案第３８号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約

の変更について 
○ 議長 笹木 英二 日程１４番 議案第３８号 北海道町村議会議員公務

災害補償等組合規約の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。 
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○ 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 
  今回の規約変更の要旨を申し上げますと、北空知圏学校給食組合から北海

道町村議会議員公務災害補償等組合へ加入申請があり、これによって規約変更

が必要となるため、地方自治法の規定により関係市町村との協議を行い、同法

の規定により関係団体の議会の議決が必要となるため、議会の議決を求めるも

のでございます。なお、この北空知圏学校給食組合は、深川市・妹背牛町・秩

父別町・北竜町・沼田町の１市４町が、学校給食施設の設置、管理及び運営に

関する事務を共同して処理するため、平成２５年４月１日に設置した組合でご

ざいます。変更の内容につきましては、別表第１に北空知圏学校給食組合を加

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。（「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。 
 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３８号は、原案のとおり可決することといたし

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３９号 北海道市町村総合事務組合規約の変更につい

て 
○ 議長 笹木 英二 日程１５番 議案第３９号 北海道市町村総合事務組

合規約の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 
  今回の規約改正でございますけれども、先ほど議案第３８号と同様、北空

知圏学校給食組合の北海道市町村総合事務組合の加入のため、議会の議決を求

めるものでございます。内容につきましては、別表第１中の空知総合振興局（３

４）を（３５）に改め、北空知圏学校給食組合を加えるものでございます。ま



 41 

た、別表第２に北空知圏学校給食組合を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。（「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。 
 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３９号は、原案のとおり可決することといたし

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 報告第１号 繰越明許費繰越計算書について（平成２４年度

月形町一般会計） 
○ 議長 笹木 英二 日程１６番 報告第１号 繰越明許費繰越計算書につ

いて（平成２４年度月形町一般会計）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いたし

ます。 
○ 議長 笹木 英二 以上で報告第１号は、報告済みといたします。 
 
◎ 日程１７番 報告第２号 株式会社月形町振興公社の経営状況について 
○ 議長 笹木 英二 日程１７番 報告第２号 株式会社月形町振興公社の

経営状況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。（「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。 
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○ 議長 笹木 英二 以上で報告第２号は、報告済みといたします。 
 
◎ 日程１８番 会議案第２号 議員派遣について 
○ 議長 笹木 英二 日程１８番 会議案第２号 議員派遣についてを議題

といたします。 
  お諮りいたします。議員派遣については、会議規則第１２９条の規定によ

り、お手元に配布の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 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

決定いたしました。 
 
○ 議長 笹木 英二 以上で本定例会に付議されました案件は、全て終了い

たしました。会議を閉じます。これを持ちまして平成２５年第２回月形町議

会定例会を閉会いたします。                     

                       （午後 ３時２３分閉会） 
 
 


