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会議に付した事件は次のとおりである。 
 議案第３ 号 平成２５年度月形町一般会計補正予算（第６号） 
 議案第４ 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

４号） 
 議案第５ 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３

号） 
 議案第６ 号 平成２５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７ 号 平成２５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８ 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２号） 
 議案第９ 号 月形町課設置条例の一部を改正する条例の制定について 
 議案第１０号 月形町行政区設置条例の一部を改正する条例の制定について 
 議案第１１号 月形町職員の特殊勤務手当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１２号 月形町農業集落排水事業償還基金条例を廃止する条例の制定

について 
 議案第１３号 月形町行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
 議案第１４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１５号 月形町流水占用料等条例の一部を改正する条例の制定につい

て 
 議案第１６号 月形町農業集落排水処理施設管理条例の一部を改正する条例

の制定について 
 議案第１７号 月形町学校給食センター設置条例の一部を改正する条例の制

定について 
 議案第１８号 月形町社会教育委員設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
 議案第１９号 月形町総合体育館条例の一部を改正する条例の制定について 
 議案第２０号 国民健康保険月形町立病院使用料及び手数料条例の一部を改

正する条例の制定について 
 議案第２１号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 
 議案第２２号 公の施設に係る指定管理者の指定について【月形町交流セン

ター】 
 議案第２３号 公の施設に係る指定管理者の指定について【月形町花の里保

育園】 
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 議案第２４号 公の施設に係る指定管理者の指定について【月形町穀類乾燥

調製貯蔵施設】 
 議案第２５号 平成２６年度月形町一般会計予算 
 議案第２６号 平成２６年度月形町国民健康保険事業特別会計予算 
 議案第２７号 平成２６年度月形町農業集落排水事業特別会計予算 
 議案第２８号 平成２６年度月形町介護保険事業特別会計予算 
 議案第２９号 平成２６年度月形町後期高齢者医療特別会計予算 
 議案第３０号 平成２６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 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。 
  ただ今から、平成２６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 澤   博 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、これを許可します。 
○ 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２６年第１回定例会の運営について、去る２月２６日、議会運営委員会

を開催いたしましたので、その協議結果をご報告申し上げます。 

  当日は議長の出席をいただき、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。 

  はじめに会期についてでありますが、本定例会に提案されている議案は、

議会提案として予算特別委員会報告、意見案、会議案を予定、町長提案は、平

成２５年度各会計補正予算、平成２６年度町政執行方針並びに教育行政執行方
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針、一般議案、平成２６年度各会計予算及び予算関連議案であります。これら

を踏まえ本定例会の会期は本日から３月１８日までの１４日間とすることに

いたしました。 

次に一般質問でありますが、３月１４日、１７日の２日間を予定、通告期限

は３月７日正午までとしております。一般質問の質問回数は原則４回までとし、

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、町長提案のうち平成２６年

度各会計予算６件及び関連議案９件の議案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、審査日程等の協議

を行い、１０日から開催される予算特別委員会で各課長等から説明を受け、質

疑を行っていただくことになっております。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、議会運営委員会において協議した結果を報告いたします。                       

○ 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１８日までの１４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１８日までの１４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。 
  次に議員研修報告がありますので、報告を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 堀 広一君、報告願います。 
○ 議員 堀  広一 議長のお許しをいただきましたので、平成２５年度議

員研修報告をいたします。研修日時については、平成２６年１月２１日であ

ります。研修テーマ「議会活性化の実戦と実践」、講師については、北海道町

村議会議長会 勢旗 了三氏、研修場所は北海道自治会館、参加議員につき

ましては、記載のとおりであります。 
  研修内容につきましては、大きく３つ、（１）本会議に関わる件、（２）委

員会に関わる件、（３）議会活性化に関わる件であり、詳細につきましては、

記載のとおりであります。 
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  研修を終えて、多様化する住民の意思を反映させ、議会や委員会の活性化

を進めるために、議会や委員会運営に対し、議員の相互理解が必要です。 
  議員の基礎力を一層向上させるためには、さらなる自己研鑽、自己啓発に

努めなければならないことを再認識しました。 
  以上、平成２５年度議員研修報告といたします。 
○ 議長 笹木 英二 以上で議員研修報告を終わります。 
  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。 
  平成２５年度におきまして６回の常任委員会を開催いたしました。１２項

目の所管事務調査を実施したところであります。その中で所見について私から

何点かご説明申し上げます。 

  お手元の資料３ページ、１点目、月形町耐震改修促進計画の内容と今後の

改修計画について、産業課所管になります。４ページ、月形町における公共施

設耐震改修工事は、概ね順調に進捗していると判断します。平成２５年度中に

実施設計が予定されている２施設（札比内コミュニティセンター・南地区広域

集落会館）ともに、月形町地域防災計画で避難施設に指定されています。計画

通り、遅滞なく改修工事が実施されることが重要です。 

  「あんしん住宅補助制度」で、「住宅の除却」についても対象としています。

耐震性の無い古い住宅を取り壊すことは、景観を守り、「安全・安心のまちづ

くり」につながるとともに、耐震化率向上にむけて、本町の実情に即した有効

な施策と判断します。本制度の継続を強く希望します。 

  ２点目、石狩川頭首工（広域農道橋）の進捗状況についてであります。新

たな魚道を設置し、魚類等の生息環境を確保するなど、環境との調和に十分配

慮した河川工作物であり、可動型堰を備えた非常に安全性の高い管理施設と言

えます。今後、月形町・江別市・当別町・新篠津村におよぶ水田 7,460haの用

水の安定取水に、大いに期待します。 

  事業完成（平成２８年度予定）後は、本町南地区と岩見沢地区を結ぶ管理

橋の供用が開始されます。町民の新たな移動ルートが確保され、利便性が格段

に向上します。「石狩川頭首工」の施設見学・研修目的の来町も予想され、観

光をはじめ地域産業にも好影響が期待されます。 

  ８ページ、２点目、子育て支援に関する事項について、住民課所管になり

ます。１点目、学童保育事業についてです。開所時間について、土日・長期休
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暇期間中の開所時間を、午前８時から午前７時４５分に１５分繰上げが実施さ

れています。保護者の勤務の都合上の要望に応え、実情に即した対応であると

評価します。職員の配置数・経費の負担などの課題もありますが、今後も引き

続き利用者ニーズに配慮した運営が求められます。 

  学校との連携についてです。複数の学年で、３０％強の児童が学童保育所

を利用しています。小学校とは立地も近く、連携しやすい環境にあると言えま

す。残念ながら現在は十分な連携が実施されていないと判断します。少子化が

進み、これまで以上に「地域全体で子どもたちを育てる。」という観点からも、

情報の共有をはじめ、連携の強化が重要になります。検討と改善を求めます。 

  ３点目、子ども・子育て支援事業計画の策定について、子ども・子育て支

援法で、少子高齢化問題を解消するため、「子どもを産み、育てやすい社会の

創設」を目指すと示されています。月形町においても少子化が進む中、「子ど

も・子育て支援事業計画」は非常に重要な計画と言えます。計画策定にむけて、

広く意見を具申する立場の審議会は、重要な役割を担う機関です。審議会メン

バーの構成は、対象となる人材を幅広く参集することが求められます。また、

「市町村計画」策定に当たっての「留意点」の通り、市町村地域福祉計画や教

育振興計画、その他関係する事項との調和を保つためにも、関係機関の連携が

重要となります。 

  １０ページ、３項目、保健福祉課所管、保健福祉事業に関する事項につい

てであります。１１ページ、介護認定者（要支援者・要介護者）数が年々増加

傾向にあります。今後ますます「介護予防事業」が重要となります。本町にお

いては、国の地域支援事業の基準で選ばれるため、高齢者数に対して「介護予

防事業」の対象者は少なく、さらに「介護予防事業」の参加者数も低く推移し

ています。高齢化が進み、「介護予防事業」の重要度が高まる中、参加率向上

にむけた対策が急がれます。対象者に理解を深めてもらうため、周知方法の工

夫と改善が求められます。 

  「介護保険制度改革」で、特別養護老人ホームの入所基準が「要介護３」

以上に検討されています。基準に該当しない、高齢者向けの施設等の整備が必

要となります。民間所有の中古建設物の活用、町が所有する施設も含め利用可

能な建築物の活用など、幅広く検討する必要があります。今後の福祉政策を推

進するに当たり、住環境の整備も重要な施策となります。庁舎内での連携がま

すます重要となります。 

  １８ページ、町立病院所管の病院改革プランについてであります。施設の

適正管理を行うための計画的修繕についてです。現病院は建設から２０年が経

過し、経年劣化により本体部の外装・内装等の傷みをはじめ、改修・改善が必

要な損傷が見られ公立病院の性質上、利用者に不快感をもたれることは、経営
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にも影響します。改修・修繕など、適切な対応が求められます。 

  改修・修繕にあたっては、緊急度の高い箇所、時間的余裕のある箇所など、

計画的な取り組みが重要です。とりわけ経費負担が単年度に集中しないよう、

配慮することが必要です。 

 （２）看護補助者の看護（介護）技術研修についてです。町内では複数の福

祉施設が運営されています。施設入所者の町立病院を利用する機会も多い状況

です。技術研修は、病院スタッフの看護（介護）技術向上に寄与するものと期

待します。費用負担（予算）などの課題もありますが、積極的に取り組むべき

と判断します。 

  経費削減・抑制対策についてあります。経費削減・抑制対策として、委託

業務の複数年契約があります。効果が期待される反面、慣れなどによる弊害も

懸念されます。今後の導入に向けては、慎重な取り組みが重要になります。 

  医師確保の取り組みについてであります。地方の公立病院医師確保は、大

変厳しい状況にあります。これまで同様、今後も関係者が一丸となり札幌医科

大学など各関係機関への協力依頼・要請について、誠意ある対応を真摯に継続

することを希望します。 

  他調査項目・調査経過・調査内容及び結果につきましては、報告書に詳し

く記載されております。 

  以上を持ちまして、平成２５年度まちづくり常任委員会所管事務調査報告

を終わります。 

○ 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らせていただきます。 
 
◎ 日程５番 議案第３号 平成２５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３号 平成２５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 月形南部地区地域水田農業再編緊急整備事業から
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農業水利施設保全合理化事業の５事業、総額１,４５０万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

ら総合体育館管理業務の１０業務と皆楽公園等施設指定管理料（消費税増額分）

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２５年度合併処理浄化槽設備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するものでございます。 
  第４表 地方債の補正です。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

事業から南耕地月浜線歩道造成事業までの８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、表に記

載されているとおりでございます。 
  ２ 歳入です。１款 町税 １項 町民税 １目 個人８６２万７,０００

円の補正増について、１節、２節の内容のとおりです。税の収納見込額精査に

よる補正増でございます。２項 固定資産税 １目 固定資産税７８７万円の

補正増について、１節、２節の内容のとおりです。１節の現年課税分につきま

しては、償却資産の増及び新築家屋の評価額の決定に伴う補正増でございます。

２節の滞納繰越分につきましては、札幌つきがたゴルフ場の売却に伴い平成２

４年度分の固定資産税が納められたことによる補正増でございます。１０款 

地方交付税 １項 地方交付税 １目 地方交付税４,０１６万４,０００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１８億２,０１６万４,０００円を計上させていただいているところでござ

います。国から１９億７８６万６,０００円を決定いただいている中で、予算

留保額が８,７７０万２,０００円となっております。１２款 分担金及び負担

金 １項 負担金 ２目 農林水産業費負担金１８３万８,０００円の補正増

について、１節の内容のとおりです。月形揚水機場給水槽蓋改修工事の負担金

でございます。１４款 国庫支出金 １項 国庫負担金 １目 民生費国庫負

担金２５４万２,０００円の補正増について、１節、２節の内容のとおりです。

１節の障害者福祉サービス費等負担金については、国の交付決定による補正増

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８１５万４,０００万円の補正増について、１節の内容のとおりです。町有

地売払につきましては、アッカルスナイ川沿い農地の整備事業に伴う町有地の

売り払いによる補正増でございます。分譲地売払につきましては、北陽団地１

区画の売り払いによる補正増でございます。１８款 繰入金 １項 基金繰入

金 １目 財政調整基金繰入金１億４,０００万円の補正減について、１節の

内容のとおりです。基金取り崩しをしないで済むということで、全額補正減と
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するものでございます。１９款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金３,１
６９万５,０００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

により前年度からの繰越金を全て計上させていただいております。２０款 諸

収入 １項 延滞金、加算金及び過料 １目 延滞金１１８万５,０００円の

補正増について、１節の内容のとおりです。先ほど申し上げました札幌つきが

たゴルフ場の売却に伴う延滞金でございます。５項 雑入 ５目 雑入８６４

万１,０００円の補正増について、１節の内容のとおりです。職員退職手当組

合負担金精算還付金でございますが、職員退職手当組合負担金は３年ごとに精

算され、本年度は精算で２２年から２４年に退職した８名分の負担金精算分が

還付となったことによる補正増でございます。２１款 町債 １項 町債 １

目 総務債９１４万４,０００円の補正減について、１節の内容のとおりです。

額の確定に伴う減でございます。２目 衛生債１億１,６５０万円の補正減に

ついて、１節の内容のとおりです。一般廃棄物処理施設広域整備事業につきま

しては、負担金の減に伴う補正減でございます。４目 土木債４１０万円の補

正減について、１節の内容のとおりです。事業費確定に伴う補正減でございま

す。 
  ３ 歳出です。２款 総務費 １項 総務管理費 ２目 職員給与費３,０
２０万５,０００円の補正減について、２節から１９節の内容のとおりです。

主な減額の理由といたしましては、国の要請により昨年７月から特別職・一般

職の給与等の削減分、退職職員分の補正減となっております。３款 民生費 

１項 社会福祉費 １目 社会福祉総務費４１６万４,０００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節の扶助費の増につきまして

は、障害者自立支援等給付事業での障害者福祉サービス費等給付において居宅

介護・生活介護・グループホーム等の共同生活介護など受給者のサービス利用

回数等の増加に伴う補正増となっております。２目 老人福祉費９４１万９,
０００円の補正減について、１３節から２８節の内容のとおりです。老人福祉

施設入所事業の関係で減となっておりますが、一般入所者４名が措置費の低い

特定入所者に移行したことによる補正減でございます。４款 衛生費 １項 

保健衛生費 １目 保健衛生総務費７,２４９万３,０００円の補正増について、

１９節、２８節の内容のとおりです。病院事業会計繰出金につきましては、主

に入院、外来収益の減に伴う病院事業会計繰出金の補正増ということでござい

ます。２項 清掃費 ２目 塵芥処理費１億３,８００万７,０００円の補正減

について、１１節から１９節の内容のとおりです。廃棄物広域処理事業負担金

ということで、岩見沢市・美唄市両市との一般廃棄物処理施設広域整備におい

て、国の交付金の増、施設のコンパクト化、入札減などにより本町負担金が減

となったものでございます。６款 農林水産業費 １項 農業費 ２目 農業
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振興費３７８万６,０００円の補正減について、１節から１９節の内容のとお

りです。担い手への農地集積推進事業補助金ですが、当初の見込みよりこの事

業の対象となる軒数が減となったことによる補正減でございます。５目 農地

費６０５万２,０００円の補正増について、１５節から２８節の内容のとおり

です。道営土地改良事業につきましては、本年度の事業確定に伴う増減による

補正でございます。また農業水利施設保全合理化事業につきましては、月形揚

水機場の吸水槽蓋改修工事分を今回予算計上させていただいております。なお

この事業は全額繰り越しさせていただくものでございます。７款 商工費 １

項 商工費 １目 商工業振興費１１４万８,０００円の補正減について、８

節から１９節の内容のとおりです。商工振興事業、商工会の補助金の関係でご

ざいますが、人件費等各事業の減による補正減となってございます。８款 土

木費 ２項 道路橋梁費 １目 道路維持費２２３万１,０００円の補正減に

ついて、１１節、１３節の内容のとおりです。町道維持管理経費の中で町道維

持補修業務量の減に伴います補正減でございます。２目 道路新設改良費４０

５万５,０００円の補正減について、１５節、２２節の内容のとおりです。町

道新設改良事業の確定に伴う補正減でございます。４項 住宅費 １目 住宅

管理費４０９万２,０００円の補正減について、１１節、１９節の内容のとお

りです。定住化促進事業の関係で利用者件数減に伴う補正減でございます。９

款 消防費 １項 消防費 １目 消防費９８４万２,０００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に対する負担金で

ございますが、組合本部費及び月形支署分の減による負担金の補正減でござい

ます。１０款 教育費 １項 教育総務費 ３目 教育振興費３２０万３,０
００円の補正減について、１節から２０節の内容のとおりです。高等学校教育

振興事業交付金でございますが、協議会への交付金の執行残となっております。

５項 保健体育費 ３目 学校給食費３３３万１,０００円の補正減について、

４節から１８節の内容のとおりです。備品購入費については、主に入札執行残

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 細かいことも含めて色々お伺いして行きたいと思い

ます。歳入、２７ページ、子育て支援対策事業費補助金が増額になっており、

これは歳出、６０ページで計上されていますが、どこの事業で子育て支援対策

事業費補助金が増額になっているのか、内容をお願いします。 
○ 議長 笹木 英二 住民課長 
○ 住民課長 東出 善幸 今回、補正させていただいたことについては、当
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初予算で計上していなかったということでございます。歳出については平成２

５年度当初予算で民生費、児童福祉事務経費で計上しております。その中の子

ども子育て支援事業計画策定調査業務１９４万３,０００円を予算計上して、

現実的に執行しているところでございます。これに係る補助金が国から入って

く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 了解しました。４１ページ、いきいきふるさと推進

事業助成金とありますが、これは当初予算で４９ページ、総務費のまちなか歴

史探索事業にいくという説明を受けていました。その時にいきいきふるさと推

進事業助成金が１００万円当たり、そのまままちなか歴史探索事業に使われる

ということでしたが、補正で１００万円減額になっていますが、これはどうい

うことでしょうか。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 久慈 富貴 いきいきふるさと推進事業助成金１００万円とい

うことですが、この事業については北海道市町村振興協会の事業によるところ

です。この要件に見合う事業ということで申請していましたが、物品的要素が

強いということで、不採択になっ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 まちなか歴史探索事業計画時から石碑を立てる事業

ということで認識していました。道しるべを造る事業で３１５万円を計上する。

その中にはいきいきふるさと推進事業助成金を使うという説明があったし、そ

の助成金が使えるという判断で予算立てをしていたのではないかと思うので

すが、それは調査不足だったということですか。当初の計画どおりのまちなか

歴史探索事業の中身もそうですし、この助成金自体も今の説明だと当初から物

品的なものは使えないということであれば、この助成金は当たらないことにな

るのではないかと一般的には思うのですが、あのときの説明ではこれが当たる

からこの事業も展開するという感じであったように覚えているのですが、説明

をお願いします。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 久慈 富貴 当初予算作成の段階ではそのような予定で事業を

進め設計申し上げ、当初に事業計画を上げました。その段階では決定という返

事は２５年度ですから当然もらえるものではありませんが、そのような事業内

容を踏まえて協会で内容審査、他の事業もたくさんあるかと思いますが、全体

の協会事業の判断がこのような結果になったということでございます。議員の

言われるとおり確定したものではなかったということが当初からあったのか

なと思います。今後、このような事業に乗るときには当然、採択基準など調べ
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ながらやっているのですが、協会の総体的事業の考え方もあると思いますが、

その認知について我々が甘かったこともあるかと思います。このような事情で

不採択に至ったことに対しましては、お詫び申し上げ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 助成金１００万円は大きいと思うのです。まちなか

歴史探索事業を展開するのに単費で３００万円なら事業展開としてどうなの

かということで、いきいきふるさと推進事業助成金があるからそういうかたち

で進めたいという展開であったと記憶しています。この助成金ありきで進んで

いたのではないか。まちなか歴史探索事業は３００万円の事業だから助成金が

採択できなかったら事業スタートのところが違うので、調査が不足していたと

いうことで、例えばこれが微妙で採択になるかどうか分からない事業であれば、

後から補正や追加で歳入に計上すればいいことで、予算を作るときに入るかど

うか分からない事業がここに載って、それがあたかも当然のように予算になっ

ているというのは、いかがかと思います。実は１年前、国からの補助金元気づ

くり地域交付金の時もありました。元々１億円ぐらいの事業のうちの半分しか

実際は交付金が下りなかったという事業もちょうど１年前にもあったわけで、

これは町歳入の最終的には事業をしているから手出しで対処するにしても、ち

ょっとずさんであると思うのですが、そのあたりのところはどうなのですか。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 久慈 富貴 この事業ありきで始めたのではなく、この事業を

計画した後に見合う補助がないかということで、色々、探した中で北海道市町

村振興協会の事業が当てはまるのではないかということで、この事業はいきい

きふるさと推進事業助成金があるから行ったのではなく、最初にこの事業を計

画した中で、後からこの事業に相応しい補助はないかということで探した結果、

この協会の事業に乗ったというのが、始まりであると思います。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 そうだとしても実際、私たちが予算審議するときに

はセットで説明を受けるわけです。３００万円からの事業で３分の１の補助が

当たるというのと単費で全部というのでは、違うと思うのです。それが当たる

かどうか分からない状態でやっているのであれば、規模を縮小するということ

も出たかもしれない。補助金の感覚というのは我々に説明するときにきちんと

伝えていただかなければならないし、分からないのであればやはり後から載せ

るべきで、基本的に単費でやる事業だけれどもそういうものも当たるかもしれ

ないという展開あるいは事業計画というのがあって然るべきであると思いま

すが、そこをお願いします。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長 
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○ 総務課長 久慈 富貴 この事業につきましては、担当の想いもありまし

て、当初から３００数十万円という額で進めておりますので、補助金の関係で

規模を縮小する発想は全くございません。この事業はこの規模でやりたいとい

う気持ちでやっておりますので、ご理解願いたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 担当側の気持ちは分かるけれど、私たち予算審議す

る側はそれに３００万円を付けるかどうかということは私たちがするのであ

って、その時にそれが問題になるということできちんと認識を含めて精査して

いただきたいし、十分、検討していただきたいと考えて次の質問に移ります。 
○ 議長 笹木 英二 宮下議員が３、４回質問したけれど、やはり予算措置

の中でまずかったということであると思う。宮下議員が言うのはそういうこ

とでしょ。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 はい。 
○ 議長 笹木 英二 だから今後は気を付けて予算措置するというかたちで

よろしいですね。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 はい。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 ５９ページ、社会福祉総務費、障害者自立支援等給

付事業で、障害者福祉サービス利用者回数が増となって給付額が増えたという

説明があったのですが、中身に問題があるということではなく、その背景とし

て利用者が今まで認識していた人たちの自然増なのか。そうなればこれから先

もこの部分は増えていくと思う。例えば今まで認知が低くて急きょＰＲなどし

て認知したことにより増えたのか。増えた要因があると思いますが、それはど

のようになっていたのか。 
○ 議長 笹木 英二 保健福祉課長 
○ 保健福祉課長 庄子 秀夫 サービス費等給付につきましては、今言われ

た自然にいくものと今まで認知できなかったところでやったというのは、半々

あると思います。ただ突然このサービスを使いたいという者が今回若干名おり、

今までは使わなかったという認識ではあるのですが、その時点においてこのサ

ービスを使いたいというのが今回でてきたということで、大きく額が上がって

いるということで、ご理解願いたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 うちの町は障害者施設がたくさんあって障害者の

方々がたくさんいますので、この予算は年々かなり増加傾向になっていくとい
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う認識でよろしいですか。 
○ 議長 笹木 英二 保健福祉課長 
○ 保健福祉課長 庄子 秀夫 ご指摘のとおりであると思っていますが、先

ほど言ったこのサービスを使うのに年齢的なことも要素としてあります。従っ

て今回、大きく６７０万円ほど増えていますが、そのような方が時間的に経過

することにより若干抑えられてくるだろう。例年このサービスについては、

年々２００万円から３００万円ぐらい増加していますので、議員指摘のとおり

今後も増えていくだろうと考えております。 
○ 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。６１ページ、老人福祉費、老人福祉

施設入所事業、老人福祉施設入所者措置費、先ほど措置費の少ないサービスに

移ったという説明でしたが、そこの要因をお伺いしたい。これは通常なら基本

的に同じサービスを延長線上でずっと受けていると思うのですが、同じサービ

スを受けながらも措置費が制度変更などで安くなったのか。それとも独自の理

由で移ったのか、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 先ほど副町長から説明がありましたが、単価

が安いということで、利用者の経済的負担を軽くするという意味と本人の希望

であるということでそちらに移ったということで、強制的ではございません。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 これは長いスパンのお話になると思うのですが、傾

向としてうちの町の状況としてできるだけ負担額が少ない方に移る傾向があ

り、最初の臨時的な時と今の経過的の中で、そのようなかたちで変更になって

いるというイメージでよろしいでしょうか。 
○ 議長 笹木 英二 保健福祉課長 
○ 保健福祉課長 庄子 秀夫 そのとおりになるかと思います。ただ一概に

は言えないと思いますが、逆に今まで安い単価のものを利用していた方が高い

介護保険に移行してしまうということもありますので、金額の増減が今後でて

くるのかなと思っています。 
○ 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。６３ページ、予防費、予防対策事業

ですが、子宮頸がんワクチンを推奨しなくなったわけですが、実際にうちの町

の状況はどのようになっているのか。それと乳幼児予防接種費用が減っていて、

それは打っていないから減っていることは分かっているのですが、予防接種問

題で接種が一時中止されている時期があったのですが、その影響があったと思

いますが、実際、現場は予防接種についてどのような状況になっていたのか、
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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 ご指摘の接種費用が若干減となっていますけ

れども、これについては町と契約している医療機関以外の接種がなかったとい

うことで、減額になっております。それからヒブワクチン・子宮頸がんワクチ

ンについては、議員の言われるとおり積極的に進めないという通知をいただい

ていますので、現在もそれを行っていますが、私も記憶ないのですが、町内で

そのような方がいるかどうかということは、聞いていないところです。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 予防接種全体的なところは分かりました。子宮頸が

んについては、積極的に推奨しなくなっても希望者が受けている事例もあるの

で、うちの町の場合は推奨がなくなった段階で取りやめている人が多いのか、

それとも今までどおり対象女子が受けている状況なのか。 
○ 議長 笹木 英二 保健福祉課長 
○ 保健福祉課長 庄子 秀夫 今は推奨しなくなったということですが、若

干名は保護者の判断ということもあり、数名いるということで理解しておりま

す。数字的なことは今のところ把握しておりません。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 今の件は予算でも少しお話できると思いますので、

それまでにある程度数字を見せていただければと思います。６５ページ、廃

棄物広域処理事業ですが、今の説明で国の交付金が増えたこと、施設のコン

パクト化、入札減ということでしたが、これはものすごく大きい額ですが、

これに関して全体像を含めた進捗状況、今回このようになったもう少し細か

な状況説明をし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 大変大きく額が下がっております。当初予算で２

市１町により事業費１２８億円を見ていたところですが、実際にこれが８１

億９,０００万円ということで、本町におきましても３億８,０００万円を見て

いましたが１億８,８００万円落ちるということでございます。これも先ほど

副町長から申し上げました入札方法の見直しということで、プロポーザル方

式から一般競争入札に変更したということでございます。それとＪＶからプ

ラントメーカー（単体）に変更、施設のコンパクト化、入札による減で約３

１億円落ちているということでございます。その他、当初これに係る国の交

付金が９分の１で計上していましたが、内容により万度３分の１ということ

で、当初１０億円の交付金を予定していたところですが、これらにより２１

億円に交付金が上がるということで、それらの増と先ほど申し上げた減の要
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因により予算が大幅に落ち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 全体像は見えました。この件に関しては予算でもま

たでてくると思いますし、他の議員からも質問があるということなので、その

件は理解しました。同ページ、衛生センター整備事業ですが、最終処分場の法

面工事調査を実施する設計業務になっていますが、今回、設計業務を終えて全

体としてどんな法面工事をするようになったのか、予算時に聞いた方がよろし

いですか。最終的な調査を行ったということで、どのようにするようになった

のか、ここで説明でもよろしいですし、予算時の説明でもよろしいです。 
○ 議長 笹木 英二 住民課長 
○ 住民課長 東出 善幸 ただ今の実施設計業務につきましては、平成２３

年度に実施した最終処分場機能検査に基づき、現在の処分場においては斜水シ

ート○○○部、埋め立て内部の浸出水の滞留、廃棄物の流出防止対策など問題

があることが記載されていることから、この対策工事を行うために必要な実施

設計を行ったところでございます。実施設計の業務ですが、大きく２つあり、

測量業務、これは貯水線の測量と○○○の測量を行っております。もう１点は

設計業務、これは３点あって、機能検査に基づくシート○○○部の実施設計に

ついては、押さえ盛土で遮光した方がよろしいのではないかということでござ

います。それと土堰堤高の実施設計でございます。これについては貯水地側の

土堰堤で処分場を埋めて、最終形態を決める堰堤でございます。これにつきま

しては、処分場の取水面積を減少させる堰堤を造るということでございます。

つまり埋め立てを完了することで雨水を表面水として河川放流できるという

ことで、浸水量を削減することができる。また埋め立てを完了することになり、

当然、飛散流出も防ぐということで、これも実施設計の中で言われております。

もう一つは浸出水の立ち上げ管の実施設計でございます。大変水はけが悪いの

で浸出水の貯水排水管にポリエチレン管を立ち上げることで埋立地内の水は

けを改善するということで、これも実施設計で行っているところでございます。

以上の実施設計をやっ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 了解しました。７１ページ、鳥獣被害対策事業です

が、予算２８４万５,０００円、今回プラス９８万１,０００円ということで、

実際の被害状況はどのようなかたちになっているのか。今回対策することによ

って実績がどの程度上がったのか、教え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 平成２５年度の被害につきましては、農業者にア

ンケート調査を行っているところです。回答された方だけの集計ですから、正
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確なデータとして正しいかどうか疑問もあるところですが、農業被害として約

１９０万円のうちシカによるものが１６０万円という状況でございます。平成

２４年度につきましては、２５０万円程度の被害でしたから、明らかに減少傾

向にあ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 答弁漏れ扱いでお願いしたいのですが、これは有害

鳥獣を処分した数ですよね。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 古谷 秀樹 先ほどの質問は農業被害ということだったので、

そのお答えをさせていただきました。いわゆる私どもで駆除した頭数などをお

答えすればよろしいですか。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 はい、お願いします。 

○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 古谷 秀樹 エゾシカについては、当初１５頭見込んでいまし

たが、現在まで７１頭捕獲しております。アライグマについては、当初７０頭

見込んでいましたが、現在まで１０１頭捕獲しております。以下、キツネにつ

いて頭数は正確に把握できていませんが、今、猟友会で毎週土曜日に雪の中取

り組んで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 今、頭数実績を聞いて、予定していた頭数より駆除

できているということなので、中身は理解しました。７３ページ、木質バイオ

マス資源活用促進事業ですが、この実績についてお願いします。ストーブ等の

購入がどれだけあったのか。ペレットを購入すると補助金が付いていると思う

のですが、実際に何件の方がどれぐらいの量を購入し、それに対してどれだけ

の補助があったのか、お伺いします。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 古谷 秀樹 ペレットストーブ購入については、今年度も申請

がなくゼロ件ということでございます。それから燃料についてですが、今年度、

正確に補助申請をいただいていませんし、まだ支払もしていないところです。

平成２４年度の実績としては、３件、おおよそ同程度の方からの申請があると

考えております。この事業につきましては、ご案内のとおりペレット燃料半額

助成、上限５万円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 半額助成ですが、ペレット単価はいくらで計算され

ているのか。半額ということは５万円限度ですが、実際に３件にどのぐらいや
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っているのかということと、単価のこともお伺いします。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 古谷 秀樹 ご案内のとおり北海道ペレットが倒産されて、そ

の後業務を引き継がれた会社があるのですが、北海道ペレットで製造された

ペレットを後の会社がそっくり引き継がれたということで、現在、そこから

の供給になっているということでございます。昨年、北海道ペレットが販売

した価格は、個人向けには１㎏当たり４５円に消費税でしたが、引き継がれ

た会社に保管場所がなく苫小牧の倉庫に預けて、そこから出荷されていると

いうことで、どうしてもコストがかかるということで、４５円では卸せない

ということでございます。価格は正確に把握してございませんが、５０円を

超えたというようなことで、今、正確な数字は申し上げられませんが、その

ように把握しております。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 単価については、後ほど答弁をお願いします。７７

ページ、定住化促進事業ですが、先ほどの説明で利用者減による補正減という

ことでしたが、これは１２月定例会で５９３万５,０００円増額補正している

のです。その時は定住化促進住宅３７２万７,０００円、あんしん住宅２２２

万円増額補正していたので、例えば定住化促進住宅３７２万７,０００円は見

込みがあって増額したのか。増額補正したときにやっぱり先の見通しがあるか

らしていたと思うのですが、これだけ減になっ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 民間住宅については、実績がなかったということ

で全額減額させていただいております。今、ご質問の定住化促進事業につきま

しては、当然、見込みがあって補正させていただきました。今、現在、建築中

の住宅ですが、今年度中に完成の見込みが立たなくなったということで、本人

から次年度の申請にまわしていただきたいということで、これが１件１５０万

円、外構も加えて１件１９０万円ということでございます。その他に外構を予

定していた２件、１件４０万円、２件で８０万円ということで、２７０万円程

度の補正減になったということでございます。なお、まだ申請いただいていま

せんが、今、年度内に引っ越しされる方も含めて、これからの執行見込額を２

７７万円見込ま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 
○ 議員 宮下 裕美子 了解しました。７９ページ、消防費で確認ですが、

岩見沢地区消防事務組合負担金が減っていることについて、これは経常的、全

体的経費が落ちたという認識でよろしいのですか。それとも何か特別に大きく

残になった理由があればお願いします。 
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○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 久慈 富貴 岩見沢地区消防事務組合負担金につきましては、

先ほどの一般職と同じように給与削減、それが本部職員、支署職員というかた

ちで、その要因が大きい。それと救急室内備品購入の入札残が大きい理由でご

ざいます。それから平成２４年度の繰越分精算ということで、それが戻される

というもあって、トータル９７９万円減ということですので、ご理解願いたい

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。歳入、４１ページ、教育の関係で社

会教育事業参加負担金があって、今回４６万３,０００円補正減になっていま

すが、当初予算６７万５,０００円だったのですが、当初予算の３分の２ぐら

いが今回削られたわけですが、これは社会教育事業様々予定した事業が今年特

に社会教育事業がかなり積極的に展開しているという認識を持っているので

すが、この中で参加負担金がこれだけ減っているということは、実際の実績が

そんなに上がらなかったという認識でよろしいですか。 
 
○ 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２１分再開） 
 
○ 議長 笹木 英二 教育次長 
○ 教育次長 清水 英俊 今の質問ですが、開催につきましては、当初、参

加負担金それぞれ内容を申し上げますと、子どもチャレンジ教室から生涯学習

講座、高齢者大学の事業負担金ということで、６７万５,０００円を計上して

おります。参加人数については、当初見込みより減じております。生涯学習講

座についても当初２５４名を見込んでいましたが７６名の参加ということで、

参加者の減が主な要因となっているのが実態でございます。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 全体像としては参加見込み人数より参加者が少なか

ったということは分かりました。その中で今実績を答弁されて、生涯学習講座

は２５４名の見込み７６名の参加ということでしたので、他のところも教えて

いただきたい。それ以外で単価などが変わったということがあればお願いしま

す。 
○ 議長 笹木 英二 教育次長 
○ 教育次長 清水 英俊 内容については、大きく３点あり、子どもチャレ

ンジ教室につきましては、当初１０名参加を見込んで２回開催ということで計
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画しており、これについては陶芸教室と子どもチャレンジ教室を開催しており、

そのうち陶芸教室については応募がなかったということで、その分が減じたと

いうことでございます。次に生涯学習講座ですが、負担金として１,０００円

いただく講座８回、２,０００円をいただく講座６回、芸術鑑賞３,０００円を

いただく講座ということで、当初見込んでおりました。これについては先ほど

申し上げましたが、全体で２５４名設定していました。各種生涯学習講座を実

施いたしましたが、見込み７６名、芸術鑑賞会３回開催しており、７１名、２

５４名に対して１４７名の見込みということでございます。もう１点、高齢者

大学事業負担金もあります。ふれあい大学受講料、町外研修のための負担金も

見ており、当初ふれあい大学の受講については５０名見込んでおり、１,１０

０円、実際には５１名ということで、１名増加しております。合わせてふれあ

い大学町外研修については、当初４０名を見込んで４万円計上していましたが、

実際には３１名ということで、３１,０００円減じております。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 今の答弁で状況が見えましたので、了解しました。

６３ページ、保健衛生総務費、病院事務会計繰出金、７,０００万円について

ですが、毎年ここに計上されてくる赤字分補填であると認識しているのですが、

７,０００万円の中身について説明願います。 
○ 議長 笹木 英二 病院事務長 
○ 病院事務長 渡邊  隆 ７,０００万円の増額補正につきましては、議員

ご指摘のとおり通常で言う赤字補填分というところで増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 今、病院事務長から説明があり、赤字補填分という

ことで、細かいことは病院会計で十分聞けると思いますが、町側としては赤字

補填分として今回７,０００万円計上するということで、これを出すことに対

してこれを低減するための方策などがセットになってあるのか。あるいは慣例

的に毎年年度終わりとして赤字がでればその分補填するというかたちの中で

なっているのか。認識についてお伺いしたい。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 何度か病院のことについてはお話をさせてもらってい

ますが、私たちの町のお年寄りのための福祉施設・知的障害者のための福祉施

設・矯正施設等々を考えたときに、うちの病院が単なる診療所化していくよう

なかたち、いわゆる経費削減を含めて一般財源からの持ち出しというのは現在

考えられないと考えています。うちの施設等々を含めてこれらの人たちが施設

を利用するためには、一般病院としての施設を維持して行かなければならない
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と考えているところであります。ただ現在の医療法でいくと私たちの町の病院

が黒字化していくというのは、極めて厳しい状況下にあるというところですし、

議員の皆様からは常勤医師１名増やせばもうちょっと改善できるのではない

かということもあります。このことについても、今現在、福祉と税の一体改革

でこれが大綱として何か出てくるのではないかと期待していたところですが、

残念ながら急性期病院のハードルを高くして急性期病院の入院ベッド数を２

年間で９万床ほど減らすというかたちでの看護師・医師確保については、これ

から出てくるだろうということで、具体的に私たちの町が今現在のお医者さん

の努力、医療収支で黒字になっていくというのは、極めて厳しいと判断してい

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 この中身については、病院会計でも出てくると思う

ので、そこでお伺いしたいのですが、今、町長が言われたように現状維持が最

低限のベースであるということで、基本的にやるということを伺えたので、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。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午前１１時３０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） 
 
○ 議長 笹木 英二 日程６番に入る前に、午前中の質疑においてペレット

単価について後ほど答弁ということでしたので、産業課長より報告願います。 
○ 産業課長 古谷 秀樹 先ほどペレット単価についてご質問がありました。

町で購入しているペレット燃料と一般購入の値段に若干差があるというお話

をさせていただきました。昨年はそのような傾向でしたが今年度は同一単価と

いうことで、購入単価も公共用単価も同じような状況ということで、１㎏５５
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円で市販されているということでございます。もう一つ申し上げなければなら

ないのは、先ほど２分の１助成と間違った答弁をしていました。１㎏当たり２

０円を補助し、年間５万円までということで、上限を定め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 了解しました。 
 
◎ 日程６番 議案第４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４号） 
○ 議長 笹木 英二 日程６番 議案第４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 
  ２ 歳入です。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３５４万７,０００円の補正減について、１節から５

節の内容のとおりです。保険税収納見込み額精査による補正減でございます。 
２目 退職被保険者等国民健康保険税９８万１,０００円の補正減について、

１節から４節の内容のとおりです。この理由も先ほどと同じでございます。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１,７３９万

１,０００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

療養給付費等負担金の減でございます。２項 国庫補助金 １目 財政調整交

付金１,９６３万６,０００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調整交付金の補正でございます。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３４７万７,００

０円の補正増について、１節、２節の内容のとおりです。１節の現年度分につ

いては、変更決定による補正増でございます。５款 前期高齢者交付金 １項 

前期高齢者交付金 １目 前期高齢者交付金１,６３３万９,０００円の補正増

について、１節の内容のとおりです。交付決定通知による増額補正でございま

す。６款 道支出金 ２項 道補助金 １目 財政調整交付金６６４万４,０
００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補

正でございます。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４１１万８,０００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７３９万５,０００円の補正減について、

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減でございます。
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９款 繰入金 １項 他会計繰入金 １目 一般会計繰入金２４９万３,００

０円の補正増について、１節の内容のとおりです。各事業費精査による一般会

計繰入金の補正増でございます。１０款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越

金１７８万４,０００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年度からの繰越金を全て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２,２７３万４,０００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ておりますので、減額とする

ものでございます。２項 高額療養費 １目 一般被保険者高額療養費１５０

万円の補正減について、１９節の内容のとおりです。医療費の推計額の変更に

よる補正減でございます。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１０３万円の補正減について、１９節の内容のとおりで

す。額確定による補正減でございます。２目 保険財政共同安定化事業拠出金

２３６万１,０００円の補正減について、１９節の内容のとおりです。これに

つきましても額確定による補正減でございます。 
○ 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 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 １点お伺いしたいのですが、１２５ページ、保険給

付費、これに限らず全体的に今年度医療費が少なめに推移したことにより給付

費が減ったということでしたが、根本的な理由をお伺いしたい。以前は降雪で

冬場は病院に通えないので冬場の支出が急に減ったということで、年度によっ

て高額医療費が少ないなど色々なパターンがあると思いますが、今年度はかな

りの額になっているわけですが、この要因は何かということ。それから今回、

医療費の要因にも波及してくると思いますが、医療費削減ができたというのは、

これまでのうち独自の取り組みが功を奏して結果としてでてきているのか。２

点についてお願いします。 
○ 議長 笹木 英二 住民課長 
○ 住民課長 東出 善幸 今、質問がございましたなぜ下がったかという原

因については現在調査中で、雪の影響なのか、根本的に病院にかかっていない

のかということにつきましては、今ここでお答えすることができません。ただ

国保の被保険者数が減っているのは間違いないところです。また医療の下がっ

たことにつきましては、当初の３億５３万５,０００円は、平成２４年の医療

費状況を踏まえて当初予算３億５３万５,０００円月額約２５０万円で計上さ

せていただいております。現在１１月診療分までは分かっておりますので、こ

の時点で月額２,２５０万円、約２５０万円減額となっているところでござい
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ます。１１月診療分から２月診療分の見込みにつきましては、平成２４年の実

績をもって、それらを勘案して２,２７３万４,０００円減の２億７,７８０万１,
０００円予算を組んだところでございます。年々、医療費が下がっているとこ

ろで、ちなみに申し上げますと平成２５年１１月診療分までで一番高い時期で

も２,４００万円台、それが平成２３年では３,２００万円という医療費が２箇

月あったということもございます。また退職分については、やはりパイが小さ

いということで、高額医療費が数件、平成２５年に限って言いますと２件の予

算に対して３件の高額医療費がかかっており、これは増額補正をさせていただ

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 
○ 議員 宮下 裕美子 今、医療費の要因は調査中ということなので、この

あたりは決算時期にならないとある程度分析できないのかなと思いますけれ

ども、年々、下がってきていることを感じていたので、難しいとは思いますが、

ぜひ要因解析を進めていただきたいと思います。それから平成２５年度は保険

料を高額にして個人負担が相当上がって２年続けてやっていって、給付費は減

っていますが、だからと言って基金に積み上げられるわけでもない。保険財政

全体としてはどのような傾向になっているのか、もう一度、お願いします。 
○ 議長 笹木 英二 住民課長 
○ 住民課長 東出 善幸 医療費が下がっているところは、確かに説明した

とおりでございます。国保財政的に申し上げますと、一番大きな要因として財

政調整交付金がかなり占めると思います。財政調整交付金が実は私たちの町が

全国基準より所得が高いということ。それから医療費が減っている。それから

東日本大震災の関係で歳入においてはかなり減額補正させていただいている

ところでございます。これらの財政調整交付金が本来であれば各市町村の均衡

を図るための財政調整交付金ですから、この交付金次第では私たちの国保財政

が厳しくなることがあると思います。ただ平成２６年度から国保限度額４万円

ということもありますので、それがどのようなかたちで影響していくのか今後、

算定して行かなければなりませんが、私たちの町につきまして今、約３,００

０万円の基金ということで、本年度につきましては、１,０００万円の当初で

計上していますが、このままいくと４００万円程度の基金繰入でいけるのかな

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 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。 
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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

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程７番 議案第５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３号） 
○ 議長 笹木 英二 日程７番 議案第５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 １款 使用料及び手数料 １項 使用料 １目 下水道使用料

１３８万２,０００円の補正減について、１節、２節の内容のとおりです。使

用料の見込み額精査による補正減でございます。 
  ３ 歳出 １款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費１９万９,
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。年度末を

迎えての経費の精査による補正減でございます。 
○ 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。（「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８番 議案第６号 平成２５年度月形町介護保険事業特別会計補正予

算（第２号） 
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○ 議長 笹木 英二 日程８番 議案第６号 平成２５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。１款 保険料 １項 介護保険料 １目 第１号被保険者

保険料３３６万２,０００円の補正増について、１節から３節の内容のとおり

です。保険料の収納見込み額精査により補正増とするものでございます。４

款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 １目 調整交付金１１５万９,０００円

の補正増について、１節の内容のとおりです。給付費の伸びによる交付金の

補正増でございます。４目 事業費交付金１８万６,０００円の補正増につい

て、１節の内容のとおりです。消費税増額に伴う介護保険システム改修を年

度内に要することとなり、そのための事業交付金でございます。６款 道支

出金 １項 道負担金 １目 介護給付費負担金３６２万１,０００円の補正

減について、１節の内容のとおりです。負担金の基本額が実績額より低く設

定されることによる補正減でございます。８款 繰入金 １項 一般会計繰

入金 ２目 その他一般会計繰入金２１５万円の補正減について、１節の内

容のとおりです。地域支援事業費の減に伴う補正減でございます。２項 基

金繰入金 １目 介護給付費準備基金繰入金１７万７,０００円の補正増につ

いて、１節の内容のとおりです。今回の補正により基金繰入金を１,９５２万

３,０００円計上させていただいたところでございます。これにより基金の平

成２５年度末現在額として２,５６７万７,０００円となる見込みでございま

す。９款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金３７万円の補正増について、

１節の内容のとおりです。今回の補正により前年度からの繰越金を全て計上

させていただいております。 
  ３ 歳出です。１款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費７４

万６,０００円の補正増について、１３節の内容のとおりです。消費税の増税

に伴うシステム改修でございます。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６３３万２，０００円の補正減に

ついて、１９節の内容のとおりです。主に訪問介護、通所介護の件数の減、

並びに短期入所日数減による補正減でございます。２目 施設介護サービス

給付費５９８万６,０００円の補正増について、１９節の内容のとおりです。

主に老人福祉施設及び老人保健施設利用の延べ人数の増に伴う補正増でござ

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１３５万２,０００円の補正減について、１９節の内容のと
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おりです。主に通所介護の件数減、及び短期入所日数の減による補正減でご

ざいます。６項 特定入所者介護サービス等費 １目 特定入所者介護（予

防）サービス費２７７万３,０００円の補正増について、１９節の内容のとお

りです。特定入所者１件当たりの給付見込み額増に伴う補正増でございます。 
○ 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 １９５ページ、保険給付費、介護サービス等につい

てですが、１９６ページ、介護予防サービスにもつながるわけですが、先ほど

の説明で居宅の訪問通所・短期入所が減り、施設入所は増えているということ

ですが、これは単なる今まで使っていた人の介護度が上がりそちらに短期的に

移ったのか。それとも傾向として施設にかなり行くようにうちの町全体として

そのようになったのか、その事情について、かなり動きがあるようにこの数字

から見えるのですが、実際のところはどうでしょうか。 
○ 議長 笹木 英二 保健福祉課長 
○ 保健福祉課長 庄子 秀夫 施設介護サービス５９８万６,０００円という

ことで、これについては今まで通りの利用者が増えたということで、ご理解い

ただきたいと思います。居宅介護サービス６３３万２,０００円減につきまし

ては、ただ単に利用者が少なくなったということで、ご理解いただきたいと思

います。特定入所者については、こちらの方が少し単価が安いということで、

傾向としては今後でてくるかと思いますが、今は特定できないと考えています

が、どうしても生活に余裕がないというところがでてくることは考えられます

ので、それは十分、注意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 状況としては分かりました。もう１点、それと関連

するというか、２０１ページ、任意事業ですが、これは昨年もお話している

ので事情は十分理解して、この事業の取り組みはすごくいい取り組みである

と思うし、実際にそれを使ってやる人が少ないということで、たぶん今年も

同じ状況であると思いますが、２年連続で大幅減になっていることからする

と、やはりどこかに問題があると思うのです。例えば周知の問題あるいは任

意事業で他の介護保険の既存事業に人手が取られてしまい、こちらまで手が

回らない。優先順位みたいなものがあった中で後ろにきてしまい遅くなって

いるなど、色々、想像が膨らむのですが、このあたりのところ担当課として

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 議員ご指摘のとおりです。昨年もかなりお金
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を残しているということです。昨年は１７名を見ており、かなり利用者が少な

いということで１２名にした経緯があります。平成２５年度は１２名を計上し

ましたが、さらにその半分６名程度となりました。これは周知の仕方もあるか

もしれませんが、介護認定審査会があり、そこにおいて対象者においては早め

の通知をさせていただいています。中には施設入所している方もいますので、

そうなると１回に通知するのが１名、２名ということになってしまいます。今

後もそのようなかたちで少なくなってきているのは分かります。これを使うと

いうことは、やはり家族の負担が多いのではないかということで、それをやら

れる方がなかなかいないというのが現状ではないかと思います。これについて

は少し見すぎであったということで、さらに精査させていただきたいと思って

います。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 当初予算１２名ということは聞いていたので、さら

に半分と減らして予算立てをされ、実際にこのようになって、通知は実際に

されているということで、任意事業の目的と必要性は十分理解していたので、

何らかのかたちで継続できるように、事業自体は取っておいて後に補正で付

けることも可能ですし、それも含めてうまく継続してきちんとできるような

かたちにして、介護保険が使えなくても先ほどの施設入所もどんどん増えて

いるので、取り組みをぜひ続けていただきたいと感じます。 
○ 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９番 議案第７号 平成２５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７号 平成２５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 
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○ 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 後期高齢者医療保険料 １項 後期高齢者医療保険

料 １目 特別徴収保険料５１万２,０００円の補正減について、１節の内容

のとおりです。広域連合による保険料の見込み額精査による補正減でござい

ます。２目 普通徴収保険料３９万９,０００円の補正増について、１節、２

節の内容のとおりです。先ほどと同様の理由でございます。４款 繰越金 １

項 繰越金 １目 繰越金９万４,０００円の補正増について、１節の内容の

とおりです。今回の補正により前年度からの繰越金を全て計上させていただ

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７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８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２号） 
○ 議長 笹木 英二 日程１０番 議案第８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 
  ２４２ページ、収益的収入及び支出 収入です。１款 病院事業収益 １

項 医業収益 １目 入院収益３,２１９万６,０００円の補正減について、１

節の内容のとおりです。主に入院患者数の減による補正減でございます。２目 

外来収益４,８２９万５,０００円の補正減について、１節の内容のとおりです。

主に外来患者数の減による補正減でございます。３目 他会計負担金９２９万

７,０００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
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は、特別交付税から普通交付税に算定基礎の変更による補正増となっておりま

す。２項 医業外収益 ２目 他会計負担金６,０７０万３,０００円の補正増

について、１節の内容のとおりです。入院・外来収益の減に伴う補正増とする

ものでございます。 
  ２４４ページ、支出です。１款 病院事業費用 １項 医業費用 １目 給

与費８９５万３,０００円の補正減について、１節から６節の内容のとおりで

す。主に職員給与費の削減また看護師の欠員等による補正減でございます。 
  ２４８ページ、資本的収入及び支出 支出です。１款 資本的支出 １項 

建設改良費 １目 有形固定資産購入費１５６万３,０００円の補正減につい

て、１節、２節の内容のとおりです。主に入札の執行残でございます。 
○ 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 １点だけお伺いしたいのですが、２４３ページ、一

般会計負担金で先ほど一般会計から７,０００万円でているということだった

のですが、ここを見ると６,０００万円分ぐらいがいわゆる今までのルール分

以外の負担金になるのですが、上の１,０００万円ぐらい先ほど副町長から特

別交付金だったのが一般に振り替えられたことによるということだったので

すが、それは今まで救急で特別交付金ででていたものが、これからはその分

の割合が減らされるという認識、もし同じだけ経費がかかっているようであ

れば、必ず一般会計からの繰出しのかたちになると認識してよろしいですか。 
○ 議長 笹木 英二 病院事務長 
○ 病院事務長 渡邊  隆 一般会計負担金救急医療確保に対する経費です

が、従前は定額２,５３０万円、B ランクという位置づけの中で定額になって

おりました。ただ特別交付税から普通交付税の算定基礎になりますと救急ベッ

ド１床当たり１６９万７,０００円プラス税額３,２９０万円合わせて３,４５

９万７,０００円となりますので、今後におきましては、この算定根拠は変わ

らない限り救急医療確保に対する分については、３,４５９万７,０００円が一

般会計から繰り入れていただけるというかたちになります。午前中の審議の中

で７,０００万円というお話をしましたが、今回補正の９２９万７,０００円と

６,０７０万３,０００円合わせますと７,０００万円ということで、実質的に内

訳振りはありますけれども、赤字補填ということで、午前中に説明させていた

だきました。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 今の説明でよく分かったのですが、そうすると先ほ

ど今までの特別交付金で B ランク、２,５３０万円ということは、それに比べ
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て今回は算定されてより手厚くなったという認識でよろしいですか。 
○ 議長 笹木 英二 病院事務長 
○ 病院事務長 渡邊  隆 国の特別交付税、普通交付税の算出根拠改訂と

いうかたちの中で、このような改正になっていますので、手厚くなったという

ふうに理解してよろしいかと思います。 
○ 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１１番 議案第９号 月形町課設置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９号 月形町課設置条例の一部を

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。平成２４年４月に町長部局を３課体制から

４課体制と組織の見直しをさせていただきましたが、以後の取り組みといたし

まして今回、主に課を横断する事務の見直し、現行と比較して他課・係に移行

したほうがよいと思われる事項について検討を行うとともに、住民課・保健福

祉課の事務についても見直し後の業務実態を踏まえ、内容を整理した結果、こ

れを反映すべく平成２６年４月１日より変更させていただく方針とし、協議を

内部で進めてまいりました。これに伴いまして本条例の第２条の課の事務分掌

の規定の中で、児童福祉に関することについては住民課から保健福祉課に移管

となることから、本条例の改正をさせていただくものでございます。 
  改正内容については、第２条の改正で、住民課の号から児童福祉に関する
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ことを削り、以下の号を繰り下げさせていただき、保健福祉課の号に児童福祉

に関することを加え、以下の号を繰り下げるものでございます。 
  次に関連条例の改正で、本条例の改正により影響のある月形町次世代育成

支援行動計画策定委員会条例、月形町子ども・子育て会議条例を改正させてい

ただくもので、所管する課を「住民課」から「保健福祉課」に改正するもので

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。 

○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 確認ですが、今まで住民課で行っていたものが保健

福祉課に移るということで、例えば保育所や学童保育の申し込みなども含めて

保健センターに移り、保健センターで全部申込みをするのか。これが移動にな

れば対象者には非常に重要な案件なので、周知方法などについてお伺いします。 
○ 議長 笹木 英二 住民課長 
○ 住民課長 東出 善幸 前段の申し込み等については、保健センター、保

健福祉課での対応になるかと思います。また変わることで当然住民が困惑する

ことがあってはいけませんので、私たちとしては広報掲載それと学童では個人

ごとに通知するなど、十分な説明、対応をさせていただきたいことと、保健セ

ンターにも私たちも出向いて対応することも臨時的にあるかと考えておりま

す。住民には不便をかけないような対応を取って行きたいと考えております。

４月申込み時期においては、若干混乱することがあるかと思いますが、最大限

それを払拭するようなかたちで保健福祉課と連携してやって行きたいと考え

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。 
○ 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

可決することに決定いたしました。 
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◎ 日程１２番 議案第１０号 月形町行政区設置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１０号 月形町行政区設置条例の

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。南耕地・昭栄行政区からの要望により、南耕地・

昭栄行政区内の耕和町内会を南耕地３町内会へ合併し、新たにこれまで南耕地

２町内会に帰属していた林間住宅地の町内会について新町内会として月ケ杜

町内会とする改正をさせていただくものでございます。改正の内容につきまし

ては、別表の改正で、別表１１の項「南耕地 昭栄行政区」中「耕和 中野」

を「月ケ杜 中野」に改正を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。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 この条例そのものに対しては、十分理解しているの

ですが、これを調査している間に別表２を調べたところ、ここに今ある町内

会が入っていない、町内会ごとが合併している所がいくつかあって、それら

がそのままのかたちで残っていたのですが、それらに対してはどのように対

処されるのでしょうか。 
                 （金澤議員 午後 ２時２２分退席） 

○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 久慈 富貴 当初、行政区の統廃合の中で決まったかたちで今

まで進んでおりました。今回、行政区から新たな行政区統廃合の申し出があり

ました。町で把握していたのは行政区の中の一つ町内会という大きな団体とい

う意味合いではなく、班というニュアンスで行政区内を統括しているのかなと

いうこともございました。ただし現代としては一つ町内会組織として存在し活

動されているということでございます。それは行政区長と今後協議した中で速

やかに方針、次回の機会でも条例改正等をして正規なものに合わせて行きたい

と考えております。 
                 （金澤議員 午後 ２時２３分入室） 

○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 速やかに対応していくということですので、それは

ぜひやっていただきたいのですが、町内会の改正、特に行政区再編になった
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ときに多くの町内会も少しいじって、市南の場合ですとほぼ同じような時期

だったと思いますが、こすもす団地もできましたが、市南１・２町内会とい

うところもあって、すでに町内会として存在していた行政区の中でも町内会

単位で活動しています。これらは行政区から変更があったと申請しなければ

いけない事項なのか。普通に広報誌配布のところでも町内会の話もでてくる

し、直接手続きしてないまでも様々なところで町内会単位の色々な申請や寄

付金集めなどで表示がでていると思うのですが、それも含めて地域担当制と

いうことで職員もそれぞれの地域に配置されているし、それも含めてどのよ

うな手続きで認識され改正されるのか。そこをもう一度、確認させてくださ

い。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 久慈 富貴 あくまでも行政区町内会単位の事業、自主性を求

めてやっていただいていますので、町からこの行政区の統廃合についてあれこ

れしなさいということはないと思います。それで行政区の自主的な統廃合が進

められたら、それが一つの町内会としての位置づけであれば、こちらにも相談

や申し出があると思いますし、我々も気が付いたときには町内会に出向き打

診・協議した中で、条例的なものも位置づけというかたちで改正するのであれ

ば双方申し入れでもいいのかなと。ですからこちらから特に町内会の采配につ

いて強制的に申し入れもしくは町内会からないからしないというスタンスで

はなく、そういう事実が発生したときには双方気が付いた時点で改正していけ

ばいいのかなと思っております。たまたま今回は実態を我々も把握していなか

った、気が付かなったことにつきましては、お詫び申し上げたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 分かりました。どちらにしても手続き上の問題があ

るわけではないということで、地域担当制もありますからそこも含めた中で、

様々なところで町内会単位の行政区など含めて、下の町内会までも管轄して

いるので顔を合わせることもあると思いますので、細々したところについて

は、一般に目に付かないし、私も今回、条例が上がってきたことで気が付い

たので、対応を速やかに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１０号は、原案のとおり可決することにしたい
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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１２号 月形町農業集落排水事業償還基金条例を廃止

する条例の制定について 
○ 議長 笹木 英二 日程１３番 議案第１２号 月形町農業集落排水事業

償還基金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。この基金は北農場にある月形地区処理施

設で、平成１７年度から平成１９年度に実施した機能強化事業に係る地方債償

還に充てることを目的に道補助金を財源とする基金の運用を図るため制定さ

れたものでありますが、現在は道補助金の採択要件から外れ今後の事業予定も

なく、また基金造成の予定もないため、同条例を廃止させていただくものでご

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。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午後 ２時３０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 ２時４５分再開） 
 
◎ 日程１４番 議案第１７号 月形町学校給食センター設置条例の一部を改

正する条例の制定について 
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○ 議長 笹木 英二 日程１４番 議案第１７号 月形町学校給食センター

設置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。給食センター運営委員について、岩見沢保健所

及び空知教育局から学校薬剤師及び栄養教論を加えるよう指摘を受けており、

また学校の統廃合によって委員数の規定に現状と乖離があるため、改正させて

いただくものでございます。改正の内容につきましては、第５条第１項の改正

で、給食センター運営委員の構成を小・中学校校長６名、小・中学校単位ＰＴ

Ａが推薦する代表者６名を、第１号 学校薬剤師・第２号 小・中学校校長・

第３号 小・中学校保護者代表・第４号 栄養教論と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。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 今の副町長の説明で今回この時期に改正しなければ

ならない学校薬剤師と栄養教論をプラスすることは、理解しました。今回の

改正で条例を確認したとき、第５条に小・中学校校長６名、小・中学校単位

ＰＴＡが推薦する代表者６名と書かれていたのですが、これは本来、統廃合

をしたときに変えておいた方がよかったわけですか、それともこういうもの

はある程度このような改訂があるまで普通において構わないものだったのか、

そのあたりの認識だけ確認させてください。 
○ 議長 笹木 英二 教育次長 
○ 教育次長 清水 英俊 今回、学校給食センター設置条例の改正をお願い

しているところですが、現状では学校給食センター運営委員１２名以内とい

うことで、先ほど副町長から学校給食センター運営委員は、小・中学校校長

６名、小・中学校単位ＰＴＡが推薦する代表者６名、１２名以内そのままと

いうことで説明いたしました。設置条例上では１２名以内ということですか

ら、問題ないということでございます。ただし時代の習性もあります。設置

条例が平成３年に作成され２０年以上経過していますから、現状において今

改正を行うときに合わせて学校薬剤師・栄養教論ともに小・中学校保護者代

表とそれぞれ分けた代表ということで、今回、改正をお願いするものでござ

いますので、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 もう一度確認ですが、条例のところに第５条の最初
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に委員は１２名以内とするという下に、「小・中学校校長６名」という書き方

がされているのですが、そのように条例の中に書いてあっても、現実、小・

中学校校長は２名しかいないので、６名にはならないから内数で入っている

から現状なら問題ないということですか。一番いいのはたぶん合併などがあ

ったときにその都度見直しすると思いますが、見直しができなくて今まで何

年もこのようなかたちでおいてきているわけですが、これだったら１７年に

統廃合して中和小や昭栄小がなくなったときには、すでにこの人数がいない

状況になっているわけですが、そこは法的には全く問題ないという認識でい

いのですか。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午後 ２時５０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 ２時５２分再開） 
 
○ 議長 笹木 英二 教育次長 
○ 教育次長 清水 英俊 議員の言われるとおり本来であればその都度改正

すべきであると思いますが、条例改正のタイミングもあります。今回、岩見

沢保健所や空知教育局からの検査・指導もございますので、このタイミング

で条例の本来変えていない部分を合わせて今回、改正をお願いするものです

ので、本来であれば前段の各学校閉校時に整理すべきということでございま

すが、委員につきましては１２名以内ということもありましたので、１２名

以内になっていたということ、合わせて保健所の指導もあり今回、改正させ

ていただきたいと思いますので、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 その都度改正すべきだったということですが、全部

の条例を細かく確認しているわけではないですが、今回指導があって薬剤師

や栄養士を追加することになって初めてオープンになった、前から把握して

いたならいいのですが、そうでないのであれば一度どこかで条例をきちんと

再点検するというところもあってもいいと感じるのですが、そこだけ再度、

確認させてください。 
○ 議長 笹木 英二 教育次長 
○ 教育次長 清水 英俊 議員の言うとおり、今一度、内容について見直し

をして改正するものは改正して行きたいと思っていますので、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 了解しました。 
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○ 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１７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１８号 月形町社会教育委員設置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１５番 議案第１８号 月形町社会教育委員設置

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。国の地域主権改革の第３次一括法の制定に伴い

社会教育法が改正され、社会教育委員委嘱の基準は各市町村の条例で定めると

いうこととされたため、今回、改正するものでございます。改正の内容につき

ましては、第２条の改正で、条例で定めることとなった委嘱の基準を追加する

もので、第１号 学校教育の関係者・第２号 社会教育の関係者・第３号 家

庭教育の向上に資する活動を行う者・第４号 学識経験のある者とするもので

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。 

○ 議長 笹木 英二 大釜 登君 
○ 議員 大釜  登 条例改正で委員の委嘱基準の中、（３）家庭教育の向上

に資する活動を行う者とはとのような位置づけの者になるのか。 
○ 議長 笹木 英二 教育次長 
○ 教育次長 清水 英俊 想定される者として私たちの町では、例えばボラ

ンティア活動を行っている団体の者がいますので、その者が向上に資する活動

を行う者に該当してくるのかなと思っております。 
○ 議長 笹木 英二 大釜 登君 
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○ 議員 大釜  登 今の答弁から規定みたいなものは決まっていないので

すね。 
○ 議長 笹木 英二 教育次長 
○ 教育次長 清水 英俊 委嘱基準につきましては、先ほど副町長から説明

がありました。国が定める基準がありますので、（１）学校教育の関係者から

（４）学識経験のある者と内容が書かれていますので、それをそのまま各市町

村の基準として運営させていただくということでございます。委嘱の基準につ

いては国の地方分権一括法の改正により、社会教育委員を委嘱するにあたって

基準を示しております。その基準を参酌して決めているということで、そのま

ま条文を条例に溶け込ましたということでございます。 
○ 議長 笹木 英二 大釜 登君 
○ 議員 大釜  登 （３）家庭教育の向上に資する活動を行う者には規定

かなく、今までやってきた者が教育委員会から委嘱するということですね。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午後 ３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。 
                        （午後 ３時 １分再開） 
 
○ 議長 笹木 英二 教育次長 
○ 教育次長 清水 英俊 現在も色々な方にお願いしているところでござい

ます。第３号で言われる家庭教育の向上に資する活動を行う者の内容を少し

整理しますと、うちの町であれば読み聞かせグループで活動されている者ま

たは子ども会の活動をされている者が該当するということで、ご理解願いた

いと思います。 
○ 議長 笹木 英二 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。（「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。 
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◎ 日程１６番 議案第２１号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に

ついて 
○ 議長 笹木 英二 日程１６番 議案第２１号 北海道市町村職員退職手

当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 
規約の変更の要旨を申し上げます。「上川中部消防組合」及び「伊達・壮瞥

学校給食組合」が解散脱退することに伴い規約変更が必要となるため、地方自

治法の規程により関係市町村と協議を行い、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。変更の内容

につきましては、規約の別表の（上川）の項中「上川中部消防組合」及び（胆

振）の項中「伊達・壮瞥学校給食組合」をそれぞれ削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１７番 議案第２４号 公の施設に係る指定管理者の指定について

【月形町穀類乾燥調製貯蔵施設】 
○ 議長 笹木 英二 日程１７番 議案第２４号 公の施設に係る指定管理

者の指定について【月形町穀類乾燥調製貯蔵施設】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 
  議案にあります本施設は平成１８年度から指定管理者制度を導入し、これ
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まで２期８年間にわたり月形町農業協同組合が指定管理者として管理運営を

行っておりますが、本年３月３１日をもって指定管理期間が満了になることか

ら、平成２６年度以降の指定管理者の指定について議会の議決をお願いするも

のでございます。記として１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及

び所在地 月形町穀類乾燥調製貯蔵施設 樺戸郡月形町４５番地１、２ 指定

管理者となる団体の名称及び住所 以前と同様に月形町農業協同組合 樺戸

郡月形町１０６９番地、３ 指定の期間 平成２６年４月１日から平成３１年

３月３１日までの５年間でございます。 
○ 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２４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 平成２６年度町政執行方針（町長）、日程１９番 平成２６年

度教育行政執行方針（教育長） 
○ 議長 笹木 英二 日程１８番 平成２６年度町政執行方針（町長）、日程

１９番 平成２６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２６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２６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。 
 
◎ 日程２０番 議案第１１号 月形町職員の特殊勤務手当に関する条例の一

部を改正する条例の制定について、日程２１番 議案第１３号 月形町行政財

産使用料条例の一部を改正する条例の制定について、日程２２番 議案第１４
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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２３番 

議案第１５号 月形町流水占用料等条例の一部を改正する条例の制定について、

日程２４番 議案第１６号 月形町農業集落排水処理施設管理条例の一部を改

正する条例の制定について、日程２５番 議案第１９号 月形町総合体育館条

例の一部を改正する条例の制定について、日程２６番 議案第２０号 国民健

康保険月形町立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定につい

て、日程２７番 議案第２２号 公の施設に係る指定管理者の指定について【月

形町交流センター】、日程２８番 議案第２３号 公の施設に係る指定管理者の

指定について【月形町花の里保育園】、日程２９番 議案第２５号 平成２６年

度月形町一般会計予算、日程３０番 議案第２６号 平成２６年度月形町国民

健康保険事業特別会計予算、日程３１番 議案第２７号 平成２６年度月形町

農業集落排水事業特別会計予算、日程３２番 議案第２８号 平成２６年度月

形町介護保険事業特別会計予算、日程３３番 議案第２９号 平成２６年度月

形町後期高齢者医療特別会計予算、日程３４番 議案第３０号 平成２６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２０番 議案第１１号 月形町職員の特殊勤務手 

当に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程２１番 議案第

１３号 月形町行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定について、

日程２２番 議案第１４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２３番 議案第１５号 月形町流水占用料等条例の一部

を改正する条例の制定について、日程２４番 議案第１６号 月形町農業集

落排水処理施設管理条例の一部を改正する条例の制定について、日程２５番 

議案第１９号 月形町総合体育館条例の一部を改正する条例の制定について、

日程２６番 議案第２０号 国民健康保険月形町立病院使用料及び手数料条

例の一部を改正する条例の制定について、日程２７番 議案第２２号 公の

施設に係る指定管理者の指定について【月形町交流センター】、日程２８番 

議案第２３号 公の施設に係る指定管理者の指定について【月形町花の里保

育園】、日程２９番 議案第２５号 平成２６年度月形町一般会計予算、日程

３０番 議案第２６号 平成２６年度月形町国民健康保険事業特別会計予算、

日程３１番 議案第２７号 平成２６年度月形町農業集落排水事業特別会計

予算、日程３２番 議案第２８号 平成２６年度月形町介護保険事業特別会

計予算、日程３３番 議案第２９号 平成２６年度月形町後期高齢者医療特

別会計予算、日程３４番 議案第３０号 平成２６年度国民健康保険月形町

立病院事業会計予算、以上１５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。 
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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 
  提案説明を申し上げます。 
  議案第２５号 平成２６年度月形町一般会計予算から議案第３０号 平成

２６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１１号 月形町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を

改正する条例の制定について他８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２６年度各会計予算及び予算関連議案の審査について

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２６年度各会計予

算の関連議案として議案第１１号、議案第１３号から議案第１６号、議案第１

９号、議案第２０号、議案第２２号及び議案第２３号までの９議案、平成２６

年度各予算として議案第２５号から議案第３０号までの６議案、合わせて１５

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いたしました。 
お諮りいたします。３月６日から３月９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１０日から３月１３日まで予算特別

委員会審査のため、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９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１０日

から３月１３日まで予算特別委員会審議のため、休会することに決定いたしま

した。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午後 ３時５８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 ４時２９分再開） 
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○ 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

金子廣司君、副委員長に大釜 登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。なお３月１４日、１７日の本

会議は午前１０時から再開し、一般質問を行います。 
   （午後４時３０分散会） 

 
 


