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会議に付した事件は次のとおりである。 
 議案第５０号 平成２５年度月形町一般会計補正予算（第４号） 
 議案第５１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

２号） 
 議案第５２号 平成２５年度月形町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

２号） 
 議案第５３号 平成２５年度国民健康保険月形町立病院事業会計補正予算

（第１号） 
 議案第５４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 
 意見案第６号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する要望意見

書の提出について 
 
○ 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召集されました平成２５年第４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１２月３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４回定例会の運営について、去る１２月３日に開催致しました議会運営委員

会の協議結果について、ご報告申し上げます。 

  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
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て、平成２５年度各会計補正予算４件、条例の一部改正１件合わせて議案５件

であり、議会としては、意見案１件が予定されております。 

  また、一般質問についてでありますが、１１月２９日正午の通告期限まで

に４名の議員から通告があり、１２月１１日に一般質問を行うことにいたしま

した。 

  以上のことから、これらの案件を勘案の上、本定例会の会期につきまして

は、本日と１１日の２日間としたところであります。 

  最後に、本定例会における議員の質疑及び町側の答弁については簡潔明瞭

にされますとともに最近、特に反問権の行使が散見されますが、反問権の行使

は現に禁止されておりますので、お互いルールを重んじながら活発な議会にな

るようお願い申し上げ、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、本日から１１日までの２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１１日までの２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については、お手元に配布のとおりでありますのでご覧

願います。 
  次に行政視察研修報告がありますので、報告を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 楠 順一君、報告願います。 
○ 議員 楠  順一 去る平成２５年１１月１３日から１６日にかけて道外

視察に行ってまいりましたので、その報告をいたします。視察先は福岡県・

熊本県・長崎県でございます。研修目的は１点目として福岡に月形町のルー

ツを訪ねる、２点目として九州各地の歴史を生かしたまちづくりを学ぶこと

でございます。 
  今回の行政視察参加議員は堀副議長・金澤議員・鳥潟議員・大釜議員そし

て私、楠でございます。事務局として渡邊係長が同行しております。視察内

容の概略ですが、１点目、福岡に月形町のルーツを訪ねるということで、樺

戸集治館の初代天国月形潔が誕生から１４歳まで生活いたしました福岡県中

間市中底井野地区を訪問いたしました。当地におきましては本町の観光大使

を引き受けていただいている田中栄子さんをはじめ月形潔学習会の方々と交

流し、ゆかりのある場所などご案内いただきました。最近、中間市では月形
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潔の功績が改めて再認識され、北海道本町との交流に関しても注目され期待

が集まっていると伺っておりました。 
  ２点目、九州各地の歴史を生かしたまちづくりですが、今回の視察先の多

くは、現在「日本の近代化産業遺産群―九州・山口及び関連地域」に含まれ

ており、本年９月には日本の世界文化遺産推薦候補となっております。私ど

もが視察訪問した視察先には関連のポスターやのぼり等が掲示され、該当地

域の期待感が強く感じられました。 
  この取り組みは平成２０年から始まり、その特徴の一つとして遺産群とい

う捉え方でございます。シリアル・ノミネーションと呼ばれ、一つ一つでは

顕著な普遍的価値の要件を満たさない遺産を、同じ歴史―文化群のまとまり

として関連づけ、世界遺産に推薦するという考え方でございます。 
  その意味では、みずからの地域の価値を長い時間軸と、世界史的な視野で

捉え直し、複数の地域・自治体が互いの歴史的つながりを再認識する契機に

なっているようでございます。 
  ひるがえって我が北海道でも、こうした取り組みができないかと強く感じ

た次第でございます。 
  以下、詳細につきましては、お手元に配布されております報告書をご覧い

ただきたいと思います。 
  以上、月形町議会道外行政視察研修の報告といたします。 
○ 議長 笹木 英二 以上で諸般の報告を終わります。 
 
◎ 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ります。 
 
◎ 日程 5 番 議案第５０号 平成２５年度月形町一般会計補正予算（第４号） 
○ 議長 笹木 英二 日程 5 番 議案第５０号 平成２５年度月形町一般会

計補正予算（第４号）を議題といたします。 
提出者の説明を求めます。 

○ 議長 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。合併処理浄化槽設置整備事業

につきましては、設置件数増に伴う限度額の補正増とするものです。次の空知

東部南地区広域営農団地農道整備事業につきましては、事業の確定に伴う限度
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額の補正減とするものです。なお、起債の方法・利率・償還の方法については、

変更ありません。 
  ２ 歳入です。１５款 道支出金 ２項 道補助金 ５目 農林水産業費

道補助金１８０万２,０００円の補正減について、１節、２節の内容のとおり

です。事業の確定等に伴うものです。１７款 寄付金 １項 寄付金 １目 

一般寄付金１３２万円の補正増について、１節の内容のとおりです。今回３件

分の寄付金を計上しています。１９款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金

１,２２８万円の補正増について、１節の内容のとおりです。繰越金を今回の

補正により４,４９６万９,０００円計上しているところです。前年度からの繰

越金が７,６７１万４,０００円発生している中で、予算留保として３,１７４万

５,０００円となっています。 
  ３ 歳出です。２款 総務費 １項 総務管理費 ８目 財産管理費３３

７万５,０００円の補正増について、１１節から１８節の内容のとおりです。

１５節の工事請負費で今回２本の工事を予算計上しています。３項 戸籍住民

基本台帳費 １目 戸籍住民基本台帳費２３５万９,０００円の補正減につい

て、１２節から１４節の内容のとおりです。説明欄、戸籍情報総合システム改

修事業ということで、事業確定に伴う補正減となっています。３款 民生費 

１項 社会福祉費 ２目 老人福祉費１６２万５,０００円の補正減について、

８節、１９節の内容のとおりです。説明欄、老人福祉事業ということで、社会

福祉法人等利用者負担軽減事業、今回、利用者の減少に伴う補正減となってい

ます。２項 児童福祉費 １目 児童福祉総務費１４７万３,０００円の補正

増について、１５節、２０節の内容のとおりです。説明欄、児童手当給付事業、

児童手当ですが、今回、対象となる児童が増になったため補正増となっていま

す。４款 衛生費 ２項 清掃費 １目 清掃総務費１１９万２，０００円の

補正増について、１９節の内容のとおりです。説明欄、合併処理浄化槽設置整

備事業ということで、今回５人槽１件分の追加を補正させていただくものです。

６款 農林水産業費 １項 農業費 ２目 農業振興費８３７万７,０００円

の補正増について、１３節、１９節の内容のとおりです。説明欄、農業改良事

業ということで、地域特産品生産振興事業につきまして、要望件数の増による

補正増、農地流動化安定促進事業につきまして、１件分の補助金を今回、新規

に計上させていただいています。新規就農・経営継承総合支援事業につきまし

ては、事業費確定に伴う補正減となっています。４目 農道費１２２万５,０
００円の補正減について、１９節の内容のとおりです。事業の確定に伴う補正

減です。２項 林業費 １目 林業振興費２４３万円の補正減について、１３

節、１９節の内容のとおりです。説明欄、分収造林事業につきましては、森林

農地整備センターによる補助事業ですが、最終的に予算が付かなくなったとい



 5 

うことで、今回、補正減とさせていただくものです。７款 商工費 １項 商

工費 １目 商工業振興費１０５万円の補正増について、１１節の内容のとお

りです。道の補助事業である北海道消費者行政活性化交付金事業の採択により、

今回、啓発用パンフ作成にかかる経費を補正増とするものです。８款 土木費 

４項 住宅費 １目 住宅管理費６５２万９,０００円の補正増について、１

１節から１９節の内容のとおりです。説明欄、定住化促進事業で住宅の新規ま

た購入あるいは除却・リフォーム件数増による補正増となっています。１０款 

教育費 ５項 保健体育費 ２目 体育施設費２２９万円の補正減について、

１３節、１４節の内容のとおりです。説明欄、総合体育館管理経費ということ

で、管理業務の執行残となっています。３目 学校給食費１０４万円の補正減

について、４節、１５節の内容のとおりです。説明欄、学校給食センター整備

事業ということで、工事請負の執行残ということです。 
○ 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 何点かあるのですが、議案書３１ページ、財産管理

費、先ほど工事請負が新たに２件発生したということですが、この中身につい

てもう少し詳しく説明していただけますか。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 久慈 富貴 １点目は、月ヶ岡農村公園改修事業ということで、

公園と国道の進入口にかかる排水口があるのですが、蓋がグレーチングを含め

て経年劣化で不安定となり、このままでは危険な状態になるということから急

を要するということで工事費を補正で上げさせていただきました。２点目は、

職員住宅改修事業ということで、市北８の１棟２戸の職員住宅奥側ですが職員

が永年入居していました。その後、住宅を構えて空きとなっていた中で、経年

劣化による内装張り替え等です。なお、来年度の職員が決定ではありませんが、

新たな職員が入居するということもあり、春までには改修しておかなければな

らないということから、今回この時期に補正して改修を進めたいということで

計上しているところです。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 月ヶ岡の件は分かりました。職員住宅の場所がきち

んと聞き取れなかったので、もう一度お願いします。それと通常、職員住宅は

年度内にある程度の修繕費等を見込んでいると思うのですが、今回内装改修だ

けで１８６万９,０００円と結構な金額と感じるのですが、これは通常の事例

と違うのか。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長 
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○ 総務課長 久慈 冨貴 場所については、市北８、１棟２戸と１棟３戸合

わせて２棟５戸の職員住宅があり、そのうち手前側の１戸です。内装改修につ

いては、水まわり、浴室、その他取り換え工事等も発生しますので、一般の壁

紙張り替え内容ではありません。そのようなことで修理的には修繕料の域を超

えていますので、ある程度の修繕であれば修繕料の中で修繕しますが、前段で

修繕料の補正もやっているということで、修繕料には工事する費用がないとい

うことで、改めて事業として１８６万９,０００円工事請負ということで、今

回、補正させていただいたということです。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 中身については分かりました。議案書３７ページ、

農業振興費、説明欄、新規就農・経営継承総合支援事業１５０万円減額となっ

ていますが、先ほど事業が確定したからという説明でしたが、それを含めてこ

の金額がでてくるところの説明をお願いします。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長  
○ 産業課長 古谷 秀樹 これにつきましては、青年就農給付金ということ

で、新規就農された方が当初、形態について２２５万円の４形態で９００万円、

更に経営継承事業の中で１形態１５０万円保険分を計上していましたが、農業

後継者が所有権移転に伴う経営移譲を行った際に１５０万円が補助対象にな

るのですが、今回、所有権移転を伴う経営移譲ではなく、親子間の使用貸借に

よる経営移譲を希望されたということで、制度対象外となったため１５０万円

が減額にな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 中身についてなぜこれだけ下がったということは分

かりましたが、最初の予算組み時に新規就農について細かなやり取りがあった

と思うのでそれは理解しますが、後継者についてこういう補助を受ける色々な

制度を活用するにあたっても、取り決めを了承した上で計上されたと思うので

すが、経営形態を変えてやるというのは最初の話と違っているのか。この予算

を計上するのにこの事業に乗るために色々なかたちでいかにして乗るかとい

うことをきちんと理解していただいて、これが乗ってくると思うのですが。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 古谷 秀樹 私どもは少しでも農業者にとって有利な補助を導

入したいということで、所有権移転をすれば１５０万円交付できる制度がある

ということで、当初、農業者の希望でやられたのですが、ご案内のとおり所有

権移転を伴うとなると当然、譲与税等が発生するということで、総合的に勘案

して検討した結果、本人から所有権移転ではなく使用貸借に変更したいという

中で、このようなかたちになったということです。ただ、ご案内のとおりこれ
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は補助を受ける制限があり、初年度２５０万円、その後５年間は継続して補助

を受けられるのですが、所得が２５０万円を超えた場合、その時点で補助対象

外となるということで、対象者の経営状況からすれば２年目から受けられない

世帯になるのではないかというところで、それから先ほど申し上げた贈与税等

の比較判断をしたところ、これを受けないということに落ち着いたというとこ

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 事情は分かりましたが、この制度が年度初めにスタ

ートしたと思えるのですが、私の記憶が正しければ新規就農者の部分を借りる

ために半年ずらしたなど色々と道と掛け合ったということも含めてこの事業

をうまく使うかたちでやっていたと思います。新規就農者と経営継承者はちょ

っと中身では違うと思いますが、それも含めてきちんとこの事業を使っていく

ような設計や申請するときには、それなりの説明やきちんとした町側も理解す

るし受け手側も理解した上で申請していると思いますが、実際、今年度になっ

てからこのようになってしまったことに問題はないのですか。いったん採択を

受けて実際に減になるようなかたちは何ら問題ないのですか。これから先もこ

のような補助を受けるときにあたっても。受けるときはとりあえず幅広く受け

ておき実際に担ってみたらそういうものを受けない方向に進む今回のような

事例については、補助をつける道側との折衝では問題になったりしないのでし

ょうか。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 古谷 秀樹 色々な補助事業がございまして、道としても最初

に希望調査というかたちで、その中で一定程度枠をいただきその後、正規な補

助申請に移ってきます。こういう事業は様々あると思いますが、その中で私ど

もは対象に乗れるという判断で希望調査して本人もそれを希望するというこ

とで、一度、手を挙げましたが、最終的には何度も申し上げますが、それには

至らなかったということで、正規な補助申請にはならなかったということで、

道でもご理解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 
○ 議員 宮下 裕美子 分かりました。正規な補助申請をしていないという

ことなので、それについては前段で取りやめたということで、理解しました。

もう１点、農業振興費、説明欄、農業改良事業、補助金、地域特産品生産振興

事業ですが、本年度この事業に対してこれだけ補正がついている中身について、

詳しく説明していただきたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 古谷 秀樹 ご案内のとおり地域特産品生産振興事業というこ
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とで、町の施策として２年間で２,０００万円の対策ということで謳わせてい

ただきました。予定では平成２５年度１,０００万円、平成２６年度１,０００

万円ということで、それぞれ生産組合が取りまとめして、当初１,０００万円

ずつ上手に分かれたというかたちで進んでおりました。ご案内のとおり希望を

取りまとめたところ５３万９,０００円で９月議会で一度、補正させていただ

きました。これで収まるのかなと。後は来年に廻るのだろうと判断していたと

ころですが、人のせいにするということにはならないのですが、農協で取りま

とめていただいたのですが、町の事業ですから４月、３月の補助年度という認

識ですが、農協で年度の取り違えと言いますか、組勘勘定と同じ１月から１２

月ということで取りまとめされていたということが、後で判明したところでご

ざいます。そこで１月からの購入分については２６年度分になるという考え方

で取りまとめされていたということが判明したということでございます。加え

てご案内のとおり４月から消費税８パーセントになるという中で、更に４月か

ら資材も高騰するということが状況としてあるということで、できれば平成２

５年度でこれを認めていただき、前倒しで購入したいという希望が多く上がっ

たということでございます。その中で私どもも２年間当初２,０００万円とい

う枠をもっていましたが、その中におおよそ収まるのであれば議会のご理解を

いただき、何とか前倒しで平成２５年度にこれらを補正してそれらに答えてい

きたいということで、今回、大変大きな補正ですが、上げ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 今の説明で今年度・来年度で元々２年間、２,０００

万円の予定であったものが、消費税アップも含め色々な事情で今年度多少前倒

しになるということだったので、それについては事情もあると思いますので理

解しますが、この事業の総枠２年間で２,０００万円は崩さないで行っていけ

るのか、きちんとお約束できるのか。これは元々農業改良事業の名目で生産振

興に関して補助金を出す制度であると思いますが、補助の中身についてはどの

ようなかたちで生産振興につながるということは、どこかできちんと私たちが

確認することはできるのでしょうか。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 古谷 秀樹 まず２,０００万円の範囲内で納まるかというご質

問であると思いますが、若干の端数はあると思いますが、おおよそ２,０００

万円ということで、今お答えさせていただきたいと思います。それからこの事

業を進めるにあたり普及センターの指導等々も仰ぐ中で、農林省で行っている

補助事業、省エネ技術緊急導入促進事業があり、それらの対象となっている資

材購入等々について、これらを参考にして対象とさせていただいたところでご
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ざいます。当初、色々な生産組合から対象にしてほしいという色々な品目があ

がってまいりました。例えば糖度計購入・静電噴口防除機・冠水チューブ・ミ

ニ運搬車などもありました。これらはそれぞれ生産組合の組合長、代表者に集

まっていただいた中で、これらは当然、備えていなければならない備品等々と

いうことで、事業主旨にそぐわないということで、外させていただいた経過が

ございます。その中で今回、資材では遮光ネットとしてホワイト遮光ネット、

シルバー遮光ネット・ＵＶカットビニール・空気マックビニールなど資材購入

を対象とさせていただいたところですが、先般、これらの事業効果について生

産組合の代表者にお集まりいただき、色々とお話を伺った中で、それぞれ組合

ごとに使う資材も違いますが、大変、効果があったということで、それらは私

が申し上げるまでもなく農業者間で情報交換ができていると聞いていますし、

そうした情報の中で希望も増えてきたと理解している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 今の説明で分かりました。了解です。議案書４５ペ

ージ、体育施設費、総合体育館管理経費が今回２１６万６,０００円執行残と

いうことですが、これは体育館改修工事のため閉館日数で減額になったという

認識でよろしいですか。それとも毎年、体育館管理経費については予算立てと

執行のずれなどで色々あったという問題なのか、お聞きします。 
○ 議長 笹木 英二 教育次長 
○ 教育次長 清水 英俊 ご答弁申し上げたいと思います。総合体育館管理

業務については、大きく８つの業務から成り立っております。例年、その中の

清掃受付や施設管理業務については、昨年も宮下議員からご質問がありました。

内容については、この業務について総合体育館清掃、受付、施設管理業務です

が、耐震化改修工事に伴い９月を閉館とさせていただきました。それに伴う減

額と合わせて入札を執行しておりますその執行残でございます。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 総合体育館管理経費２００万円執行残の要因として

は９月閉館がもっとも多かったという認識でよろしいですか。 
○ 議長 笹木 英二 教育次長 
○ 教育次長 清水 英俊 金額で申し上げますと設計額がありますが、閉館

に伴う分としては、おおよそ６５万７,０００円が閉館分、残り分は入札執行

残でございます。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 いつも予算・決算と細かなことになってしまうので

すが、決算時にはいつも２００万円からかなり落ちるので、当初予算を見込む

ときに執行残になるから予算見積もりが甘すぎたのではないかと質問すると、
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きちんと積算してこのようになっていくと説明されて、今回、今年度も予算を

付けていたと思いますが、先ほど２１６万６,０００円のうち９月閉館に伴う

分が６５万７,０００円ということは、９月の閉館がなくても１５０万円ぐら

い執行残があるということで、毎年、かなりブレの幅の中に１５０万円は入る

ものですか。 
○ 議長 笹木 英二 教育次長 
○ 教育次長 清水 英俊 管理業務ですが、その積算にあたりましては、管

理業務の内訳としては、受付業務・清掃業務・施設点検・ボイラー等の運転業

務・プール監視業務等があります。この算定にあたっては、これに伴う賃金や

雇用保険料など必要な消耗品等経費を算定した上で、賃金の算定については最

低賃金なども考慮して下回らないよう設定した上での積算です。後は入札によ

る執行残で、それに伴う執行残が一番大きいわけですから、私どもからすると

請け負われる方の努力の結果と思っております。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 今の説明で一応了解しますが、後々、今年度・来年

度以降もこれに関しての予算も計上されますし、その部分も注視して行きたい

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。 
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５０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 6 番 議案第５１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２号） 
○ 議長 笹木 英二 日程 6 番 議案第５１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 
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  ２ 歳入です。１０款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金１３万６,０
００円の補正増について、１節の内容のとおりです。今回の補正により繰越金

１３万７,０００円計上しております。前年度からの繰越金が１９４万３,００

０円発生している中で、予算留保１８０万６,０００円となっているところで

す。 
  ３ 歳出です。８款 保健事業費 １項 特定健康診査等事業費 １目 

特定健康診査等事業費１３万６,０００円の補正増について、１８節の内容の

とおりです。特定健康診査等データ管理システム用の業務端末購入にかかる経

費を今回、計上させていただきました。 
○ 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５１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５２号 平成２５年度月形町農業集落排水事業特別会計

補正予算（第２号） 
○ 議長 笹木 英二 日程 7 番 議案第５２号 平成２５年度月形町農業集

落排水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 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金４万８,０００

円の補正増について、１節の内容のとおりです。今回の補正により平成２４年

度会計からの繰越金全てを財源充当させていただいています。 
  ３ 歳出です。１款 総務費 １項 総務管理費 ２目 施設管理費９万

５,０００円の補正増について、１１節、１３節の内容のとおりです。施設管

理経費の補正増です。 
（鳥潟議員 午前１０時４６分退場） 
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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。 
  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５２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５３号 平成２５年度国民健康保険月形町立病院事業会

計補正予算（第１号） 
○ 議長 笹木 英二 日程 8 番 議案第５３号 平成２５年度国民健康保険

月形町立病院事業会計補正予算（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。 

（鳥潟議員 午前１０時４８分入場） 
  補足説明 
  町立病院の事業会計では給与費や交際費を利用する場合、議会の議決を得

なければならないとされていることから、今回、議決をお願いするものです

ので、ご理解賜りたいと思います。 
  ８４ページ、収益的収入及び支出 支出です。１款 病院事業費用 １項 

医業費用 １目 給与費２９０万円の補正減について、１節の内容のとおりで

す。看護師給を補正減とするものでございます。３目 経費３００万円の補正

増について、１４節の内容のとおりです。医療器機等病院内病棟・手術室・厨

房等また医師住宅等の修繕にかかる経費を、今回、補正増とさせていただくも

のです。 
○ 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、看護師給与減額ということで、全体説明はそれ

でよかったのですが、２９０万円の看護師給減額は、どのような理由でこのよ

うになったのかという説明はないのでしょうか。 
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○ 議長 笹木 英二 病院事務長 
○ 病院事務長 渡邊  隆 給与費につきましては、それぞれ医師の給与・

職員給与・看護師を含めて給与費となっていますが、今年度途中で看護師が退

職そして欠員があり、その部分の経費を集計すると当面、ここの部分を減額し

ても全体に影響ないということで、看護師給与の中から減額させていただいて

おります。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 そうすると今、町立病院は途中退職１名分というこ

とではなく、途中から入ったりしてトータルでこの分が余るという認識でよろ

しいですか。もう一つ、今、基準の中で看護師が現状として不足している状態

なのか、その状態をお聞きします。 
○ 議長 笹木 英二 病院事務長 
○ 病院事務長 渡邊  隆 途中、数ヶ月、看護師が退職していないという

ことで、その後、補充してその部分については見ております。その他、今年、

職員給与が平均４．８％減額等ありますので、財源的にはそれで賄えることに

なっています。それから看護師については、現在２名減という中でやり繰りし

ながら現場対応していますが、早急に補充を図るべく募集はしていますが、な

かなか応募してくれる方がいない、もしくは居ても年齢が高いなど諸条件があ

り、採用に至っておりません。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 今の状況は分かりましたが、保険点数と言うか、な

んと表現していいか分からないですが、その関係で現状の２名減員になってい

ることで総合的な町立病院の経営に関して何か影響がでる可能性はあるので

すか。 
○ 議長 笹木 英二 病院事務長 
○ 病院事務長 渡邊  隆 １２月から育児休暇を取っていた方が復職して

いただきましたので、とりあえず医療基準的の人数については、何とか確保で

きるのではないかと思っていますが、ギリギリ綱渡りの状態であることには間

違いありませんので、先ほど申し上げましたとおり早急に補充を図るべく対応

をしていきたいと思っています。 
○ 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） 
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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いたし

ます。 
 お諮りいたします。議案第５３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 9 番 議案第５４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 9 番 議案第５４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 
  今回の改正の要旨を申し上げますと、北農場団地の２戸を取り壊したこと

による用途廃止に伴う条例の改正です。別表第１北農場団地の項中、昭和４３

年度建設の４戸を２戸に改め、住宅番号６－２１から２４を６－２２、２４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５４号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 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 意見案第６号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関

する要望意見書の提出について 
○ 議長 笹木 英二 日程 10 番 意見案第６号 森林・林業・木材産業施策

の積極的な展開に関する要望意見書の提出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 堀 広一君 
○ 議員 堀  広一 意見案に基づき、提案理由の説明する。 
○ 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。 
 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。意見案第６号は、原案のとおり提出することにしたい

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。よって意見案第６号は、原案

のとおり提出することに決定いたしました。 
 
○ 議長 笹木 英二 これをもって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。               

                            （午前１１時００分散会） 
 
 


