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会議に付した事件は次のとおりである。 
 議案第２ 号 平成２６年度月形町一般会計補正予算（第９号） 
 議案第３ 号 平成２６年度月形町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号） 
 議案第４ 号 平成２６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５ 号 平成２６年度月形町介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 
 
○ 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２７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 

堀   広 一 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２７年第１回定例会の運営について、去る２月２４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いたします。 

  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２６年度各会計補正予算、平成２７年度町政執行方針並びに教育行政執行方

針、平成２７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
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定例会の会期は本日から３月１７日までの１５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１０日の１日を予定、通告期限は３月４日

の１７時までとしております。一般質問の質問回数は原則４回までですので、

十分に守っていただきたいと思います。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２７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、１１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が、日程については精力的に進めて

いただくことをお願いいたします。 

  また、いつも申し上げていることでありますが、議員の質疑及び町側の答

弁につきましては、簡潔明瞭にされ議事運営に特段のご協力をお願いいたしま

す。 

  以上、議会運営委員会において協議した結果をご報告いたします。                       

○ 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３日から１７日までの１５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１７日までの１５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・随時監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。 
  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 会議規則第７７条の規定によ

り、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２６年度まちづくり常任委員会は、総務課・住民課・保健福祉課・教
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育委員会各１件、産業課２件、計６件の所管事務調査を実施しました。調査経

過、調査内容他配布済み報告書に詳しく記載されています。ご確認ください。

私からは一部、所見について報告申し上げます。 

  １点目、住民課所管のゴミ処理事業についてです。平成２７年４月より岩

見沢市と美唄市、月形町の２市１町によるごみ処理広域化が始まります。新事

業への移行に伴い、様々な変更が生じます。計画どおり円滑な事業推進にむけ

町民の皆さんに対する周知が大変重要となります。とりわけごみの分別方法に

ついて、ごみの搬出方法について、料金（手数料）の変更について、町指定の

ごみ袋導入について、旧ごみ券の交換についてなど、より丁寧な説明が必要で

す。広報紙での紹介はもとより、比較的参加率の高い「出前講座」の実施など、

各種説明会開催にむけ工夫が必要となります。また、新ごみ処理施設の整備に

係る経費は、中間処理施設内の動線距離を短くするなど、コンパクト化を図っ

たことや入札執行残、交付金の増額などにより当初計画より削減されます。３

市町の負担も大幅に軽減されます。事業担当職員の皆様のご苦労に、あらため

て感謝と敬意を表します。 

  ２点目、保健福祉課所管の障がい者福祉についてです。最初に「障がい者

基本計画」及び「障がい福祉計画」策定については、数値目標設定において国、

道の基本計画・基本方針に即しながらも、可能な限り本町の現状を勘案した目

標設定が望ましいと言えます。また、計画策定において福祉施設等関係機関を

はじめ、幅広くヒヤリングの実施を予定しています。当事者である皆さんの声

を、最大限反映できるような対応に期待します。次に、「障がい者自立支援ネ

ットワーク会議」設立についてです。本町の、障がい者の自立支援にむけての

取り組みに、積極的な姿勢がうかがえます。ネットワーク会議設立において、

幅広く意見を集約するために、構成団体（予定）の選考に配慮が必要となりま

す。関係機関との連携と調整が重要です。 

３点目、産業課所管の住宅施策についてです。住宅は生活の基盤であり、住

宅施策は人口減少対策など、まちづくり推進にとって大変重要な施策です。高

齢者、若年層の事情やニーズへ対応するために、空家状況など町内の住宅事情

の実態調査をふまえ、住宅政策に取り組むことが重要です。また、今後の住宅

政策推進にむけ、福祉や各関係機関との連携や連動が求められます。「第一次

マスタープラン」により取り組んできた、これまでの住宅施策の検証をふまえ、

本町の現状に即した「第二次マスタープラン」策定に期待します。 

  ４点目、総務課所管の公共交通機関に対する助成事業についてです。最初

に、月形町生活交通確保対策事業補助金についてです。現在２路線の乗合バス

事業者に対して助成しています。今後も本事業を継続し、本町の生活交通確保

に努めるべきと判断します。次に、月形町地域交通確保事業補助金についてで



 4 

す。当該ハイヤー会社の存続を図り、高齢者等の交通弱者に対する地域交通手

段の確保のため、有効な事業と判断します。当該ハイヤー会社の経費負担が

年々増加傾向にあります。本事業継続にむけ協力事業者、本町相互の負担抑制

にむけた検討と改善が必要となります。 

５点目、教育委員会所管の体育施設の管理運営状況についてであります。ト

レーニング室の整備改修後の利用者増が寄与し、総合体育館全般にわたり利用

状況が良好に推移しています。また、教育委員会管轄以外の利用実績もありま

す。今後も、利用者増にむけ、福祉をはじめ関係各機関、団体との連携をふか

め、より一層有効活用されるような取り組みを期待します。総合体育館の委託

業務の落札率が、ここ数年８５％前後で推移しています。業務従事者への適切

な待遇及び業務水準維持につながるよう、今後も適正な予算額の算定にむけた

検証が必要となります。円山総合運動公園については、利用が極めて少ない状

況が続いています。現在の状況を鑑みて、継続運営は難しい状況と判断します。

使用機会の少ない管理棟の維持など、将来にむけて検討が必要となります。学

校施設を含め、他の既存施設の活用など勘案し、検証と見直しが求められます。 

  以上で、平成２６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ります。 
 
◎ 日程５番 議案第２号 平成２６年度月形町一般会計補正予算（第９号） 
○ 議長 笹木 英二  日程５番 議案第２号 平成２６年度月形町一般会

計補正予算（第９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。２款 総務

費 １項 総務管理費 地方創生総合戦略策定事業から１０款 教育費 １

項 教育総務費 人づくり振興事業まで１７事業、総額８,１７２万円を次年

度へ繰越しさせていただくものです。今回繰越しする中身については、「まち・

ひと・しごと創生関連」の地域住民生活等緊急支援交付金１０事業６,５９０
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万円、国からの詳しい要項等がいまだにきていないということですが、社会保

障・税番号制度システム整備関連６事業４１０万円、農業関連事業１,１７２

万円を繰越すものです。 
第３表 債務負担行為の補正です。追加です。広報花の里つきがた印刷製本

業務から総合体育館管理業務まで１１業務を追加するもので、期間、限度額に

ついては、記載のとおりです。 
変更です。花の里保育園管理運営業務については、限度額を変更するもので

す。 
  廃止です。平成２６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す。 
  第４表 地方債の補正です。変更です。札比内コミュニティセンター耐震

改修事業から学校給食設備整備事業まで８事業については、事業の確定に伴う

補正です。起債の方法、利率、償還の方法については、変更ございません。 
  廃止です。中小屋地区経営体育成基盤整備事業については、別事業として

移行になったため廃止とするものです。 
  ２ 歳入です。１款 町税 １項 町民税 １目 個人９４１万１,０００

円の補正増について、１節、２節の内容のとおりです。２目 法人２２８万２,
０００円の補正増について、１節、２節の内容のとおりです。税の収納見込額

精査による補正増です。６款 地方消費税交付金 １項 地方消費税交付金 

１目 地方消費税交付金７００万円の補正減について、１節の内容のとおりで

す。税の収納見込額精査による補正減です。９款 地方交付税 １項 地方交

付税 １目 地方交付税７,３２７万６,０００円の補正増について、１節、３

節の内容のとおりです。今回の補正により地方交付税の総額は１８億６,０８

６万８,０００円を計上させていただいているところです。国から１８億７,５
４２万５,０００円を決定いただいている中で、予算留保額が１,４５５万７,
０００円となっております。１１款 分担金及び負担金 １項 負担金 １目 

民生費負担金６８万４,０００円の補正減について、１節、２節の内容のとお

りです。２目 農林水産業費負担金１２６万５,０００円の補正減について、

１節の内容のとおりです。事業の確定に伴う補正減です。１２款 使用料及び

手数料 ２項 手数料 ２目 衛生手数料１８０万２,０００円の補正増につ

いて、１節、２節の内容のとおりです。２節の清掃手数料については、廃棄物

搬入量の増による補正増です。１３款 国庫支出金 １項 国庫負担金 １目 

民生費国庫負担金５９３万３,０００円の補正減について、１節、２節の内容

のとおりです。１節の障害者福祉サービス費等負担金については、変更交付申

請による補正減です。２項 国庫補助金 ４目 総務費国庫補助金５,２６２

万７,０００円の補正増について、１節、５節の内容のとおりです。５節につ
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いては、「まち・ひと・しごと創生関連」１０事業に基づく交付金の補正増で

す。１４款 道支出金 ２項 道補助金 １目 総務費道補助金２１６万円の

補正減について、１節の内容のとおりです。札比内コミュニティセンター耐震

改修事業、南地区広域集落会館耐震改修事業の確定に伴う補正減です。５目 

商工費道補助金１５１万８,０００円の補正増について、１節の内容のとおり

です。説明欄、地域ふれあいプレミアム付き商品券発行促進事業補助金ですが、

これについても「まち・ひと・しごと創生関連」の北海道からの補助金です。

６目 土木費道補助金５７５万９,０００円の補正減について、１節、２節の

内容のとおりです。１節の社会資本整備総合交付金の減については、市町村の

要望が多く交付金の配分が少なくなり、今回、補正減となったものです。１６

款 寄附金 １項 寄附金 ２目 総務費寄附金８２万円の補正増について、

１節の内容のとおりです。９件分の寄附金です。１７款 繰入金 １項 基金

繰入金 １目 財政調整基金繰入金１億５,３９４万４,０００円の補正減につ

いて、１節の内容のとおりです。基金を取り崩ししないで済むということで、

全額補正減とするものです。５目 地域福祉基金繰入金３,０００万円の補正

増について、１節の内容のとおりです。第６期介護保険事業計画のための基金

繰入金を補正増とするものです。１９款 諸収入 ５項 雑入 ５目 雑入１

９２万８,０００円の補正増について、１節の内容のとおりです。説明欄、光

ケーブル等支障移転補償金ということで、石狩振興局、空知総合振興局の事業

に伴う補償金です。２０款 町債 １項 町債 ２目 衛生債３１０万円の補

正減について、１節の内容のとおりです。説明欄、一般廃棄物処理施設広域整

備事業の負担金の減に伴う補正減です。３目 農林水産業債４３０万円の補正

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す。 
  ３ 歳出です。２款 総務費 １項 総務管理費 ３目 企画費１,９０４

万２,０００円の補正増について、１節から１９節の内容のとおりです。説明

欄、地方創生総合戦略策定事業から行政区活動支援事業までについては、「ま

ち・ひと・しごと創生」に伴う事業として、今回、予算計上させていただいて

おります。地方創生総合戦略策定事業については、地方版の総合戦略を作らな

ければならないということで、それに係る事業費、日常生活機能対策事業につ

いては、地域交通確保のための対策事業費、行政区活動支援事業については、

町内の行政区に対する活動支援のための経費をそれぞれ予算計上させていた

だきました。８目 財産管理費４９５万２,０００円の補正減について、１１

節から２８節の内容のとおりです。説明欄、札比内コミュニティセンター耐震

改修事業、南地区広域集落会館耐震改修事業については、事業の確定に伴う補

正減です。３款 民生費 １項 社会福祉費 １目 社会福祉総務費１,０５

０万２,０００円の補正減について、１節から２０節の内容のとおりです。２
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０節の扶助費の減については、説明欄、障害者自立支援等給付事業の福祉サー

ビス費等給付において居宅介護・グループホーム等の受給者のサービス利用回

数の減に伴う補正減です。地域振興券発行事業については、「まち・ひと・し

ごと創生」に伴う事業で、６５歳以上の低所得者及び１５歳以下の子育て世帯

に対する支援として地域振興券を発行するもので、これに係る経費を今回計上

させていただいています。２目 老人福祉費２,０５１万９,０００円の補正増

について、１節から２８節の内容のとおりです。説明欄、介護保険事業特別会

計繰出金ということで、主に第６期介護保険事業のための準備基金分を補正増

とするものです。ふれあい見守り推進事業ですが、これについても「まち・ひ

と・しごと創生」に伴う事業で、高齢者や障がい者が安心して在宅で暮らせる

ように見守り活動のための業務経費です。４款 衛生費 ２項 清掃費 １目 

清掃総務費３１２万２,０００円の補正減について、１節から１９節の内容の

とおりです。合併処理浄化槽設置整備事業ですが、浄化槽の人槽及び設置件数

の減による補正減です。２目 塵芥処理費２,３９５万３,０００円の補正減に

ついて、１１節から２７節の内容のとおりです。１９節の負担金補助及び交付

金の減については、前ページの廃棄物広域処理事業の岩見沢市、美唄市両市と

の一般廃棄物処理施設広域整備事業において、建設費用の減額及び補助金の増

により本町の負担金が減となったものです。６款 農林水産業費 １項 農業

費 ２目 農業振興費３６９万５,０００円の補正増について、１１節から１

９節の内容のとおりです。説明欄、担い手への農地集積推進事業ですが、実績

がなかったということで、全額補正減とするものです。新規就農・経営継承総

合支援事業ですが、経営開始型の青年就農給付金５件分、平成２７年度分を本

年度中に支払うこととなったため、補正増とするものです。５目 農地費６６

３万１,０００円の補正減について、９節から２８節の内容のとおりです。道

営土地改良事業については、事業の確定に伴う補正減です。７款 商工費 １

項 商工費 １目 商工業振興費９３０万８,０００円の補正増について、８

節から１９節の内容のとおりです。説明欄、商工振興事業ですが、人件費と各

事業費の減による補正減です。ものづくり起業支援事業とプレミアム商品券発

行事業については、「まち・ひと・しごと創生」に伴う事業で、ものづくり起

業支援事業については、町内における新たな起業の創業を促進し、地域経済の

発展と雇用の確保を図るための事業、また、プレミアム商品券発行事業につい

ては、町内の消費喚起を図ることを目的に北海道と連携してプレミアム商品券

を発行する事業、それぞれに係る経費を予算計上させていただいています。２

目 観光費３５１万５,０００円の補正増について、８節から１９節の内容の

とおりです。説明欄、元気イベント支援事業についても「まち・ひと・しごと

創生」事業に伴う事業で、夏まつりイベントの支援のための負担金です。８款 
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土木費 ２項 道路維持費 １目 道路維持費１,０９３万円の補正減につい

て、１３節の内容のとおりです。説明欄、道路ストック総点検事業ですが、社

会資本整備総合交付金の配分が少なったということで、事業の精査により補正

減とするものです。４項 住宅費 １目 住宅管理費１５３万６,０００円の

補正増について、１３節から２２節の内容のとおりです。説明欄、快適な住ま

いづくり促進事業ですが、これも「まち・ひと・しごと創生」に伴う事業で、

定住化を促進するため定住化に対して住宅の新築や中古住宅の購入に対して

助成する経費を予算計上しています。９款 消防費 １項 消防費 １目 消

防費５１０万７,０００円の補正減について、１９節の内容のとおりです。消

防本部費及び月形支署費の減により補正減とするものです。１０款 教育費 

１項 教育総務費 ３目 教育振興費１,１８４万６,０００円の補正増につい

て、１節から２０節の内容のとおりです。説明欄、人づくり振興事業、これで

１０事業目になるのですが、これについても「まち・ひと・しごと創生」に伴

う事業で、地元の高校が地域にとって魅力ある存在にするため、高校生の人材

育成や生徒確保のための支援などを図るための経費を計上させていただいて

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 細々したことも含めて色々ありますので聞いていき

たいと思います。９ページ、第３表 債務負担行為補正、変更ですが、花の里

保育園管理運営業務が変更になっているわけですが、これの理由をお願いしま

す。 
○ 議長 笹木 英二 保健福祉課長 
○ 保健福祉課長 平田 京子 限度額３７万円の増額理由ですが、平成２７

年度に予定しています花の里保育園の増改築事業に係る経費で、厨房の工事期

間中の代替施設として使用を予定しています経費等で、食品衛生法による営業

許可申請手数料、厨房の清掃消毒費、消耗品などです。この内容につきまして

は、岩見沢保健所にも相談させていただいており、調理施設の衛生管理マニュ

アルに基づき給食の提供をしていきたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 今、この債務負担行為の限度額の変更になるわけで

すが、来年度から子ども・子育て支援制度に基づく新しい体制に保育園もなっ

て、開園時間が変更になるのですが、それに対してそこの部分の手当は全然な

いわけですか。今まで指定管理料を決定するときに元々やっている指定管理の

条件、開園時間などに対しての指定管理だったので、そこが変更になると限度
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額のことも多少それを上乗せするかたちにもなるという説明をずっと受けて

きたわけですが、そういう意味で、この中に入らないということは、開園時間

が延びた分は指定管理の中で賄うとい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 平田 京子 平成２７年度の予算編成にあたりまして、指

定管理者より予算見積書の提出をいただきました。保育時間が延びる関係につ

きましては、現在の指定管理料で賄えるということで提出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 分かりました。２７ページ、負担金、民生費負担金、

学童保育料が９１万円減額になっています。学童保育の年間保育料、保護者か

ら負担してもらう保育料ですが、当初予算２３６万円を予定していたわけです

が、それが９１万円減額になるということは相当利用が減っているように思う

のですが、この理由と実態はどのようになっているのでしょうか。 
○ 議長 笹木 英二 保健福祉課長 
○ 保健福祉課長 平田 京子 予算は３５名定員分を見ております。平成２

７年２月現在、児童数が１９名ということで、児童数の減による減額です。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 児童数の減ということは、利用者が減っているとい

う意味ですから、その要因として今まで過去においても補正で減額になってい

るのは実際にあって、予算と比べて減っているのです。昨年度であれば１９万

５,０００円ですが、本年度９１万円というのは今までと比べるとかなり大き

く減っているわけで、というのは何かしら学童保育運営のところで問題があっ

たあるいは本当に全体的な子どもの減少ということももちろん考えられます

が、今までと比べて急激に突然今年減るという理由があると思うので、そこを

お願いします。 
○ 議長 笹木 英二 保健福祉課長 
○ 保健福祉課長 平田 京子 定員３５名で予算を見ており、その年によっ

て途中で退所される方もいますし、それは保護者の状況にもよると思います。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 たまたま学童保育に入れているお母さんや保護者の

方々と意見交換する機会がありまして、今回年度の途中で学童保育の運営の仕

方が今後多少変わっていく。今まで様々な体験を通しながら学童保育の時間を

有効に使ってものづくり体験など、けっこう自由なかたちの中で進められてき

たわけですが、それが段々制度も変わることもあると思いますが、そういう中

でかなり制限されるような状況になってくる。来年度以降はなると思いますが、

その前段として色々な状況があって保護者から家に居て時間を過ごすのと活
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動の中身が学童に行くことによって有益な時間を過ごせないのであれば、学童

保育を辞めさせてもいいかなということで、何名か辞められたということを聞

いています。そういうこともあって学童保育所の児童数が減っているというこ

とがあるとすれば、そのあたりも設置側の町としてはおさえているのか、そう

いう認識を持っているのか、そこのところも含めて聞きたい。 
○ 議長 笹木 英二 保健福祉課長 
○ 保健福祉課長 平田 京子 予算については、定員で見ているということ

で、保護者からの意見ということについて特に私の方でおさえている部分はな

いのですが、今後検討させていただきます。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 学童保育の運営については、保護者会もあって町も

設置者としてやっているわけですが、そこでうまく意見調整などができていな

いのかなという思いもありますので、町側も十分意見を聞いていないというこ

とでしたが、色々な意見が出ていると私の方では聞いているので、そこをきち

んと認識した上で、これから認定こども園ができるということで、色々な意味

で保育あるいは放課後の利用をできるだけしたい、環境を整えたいということ

で町も動いていますし、実際に保護者もそういうニーズが高まっているはずな

のに預ける児童が少ない状況になっていることに問題意識を持っていただい

て、調査、検討を加えていただければと思います。 
○ 議長 笹木 英二 保健福祉課長 
○ 保健福祉課長 平田 京子 保護者の意見につきましては、毎年１１月頃

に保護者会と指導員も含めて担当課でも話をさせていただく機会を持ってお

ります。今年に入ってからも一度保護者会と意見をいただく機会をいただいて

いますし、先日役員ともお話しをさせていただきました。平成２６年度児童数

の実績ですが、先ほど予算は３５名で見ていますと申し上げましたが、４月入

所児童が２５名ということで、この時点ですでに１０名ほど減員となっていま

すので、予算の減額につきましては、利用児童数の減ということでご理解いた

だきたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 分かりました。４９ページ、総務費、職員研修事業

１０６万６,０００円減額されているわけですが、予算１７６万８,０００円に

対して１００万円以上減額されているということは、職員研修事業がどうして

これほどできていないのか、その理由をお願いしたい。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 久慈 富貴 職員研修につきましては、年度はじめ計画を持っ

て実施して行きたいということで進めております。研修の種類としては、町内、
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道内、関東で行うアカデミーと色々な種類があります。その中で予定として年

度はじめに希望を取る研修、ある程度町側の意向で行っていただきたいという

研修それぞれございます。その中で参加集計し業務的に当初割り当てていまし

たが、割り当てた時期にはどうしても適わないということで、予定より行けな

かったという事実がございます。ちなみにアカデミーに行った場合の旅費につ

いては、１人当たり１０数万円掛かります。それに対して１人行けなかった場

合は旅費等を含めて１０万円、２０万円が減額になるということでございます。

それから、講師料についても年間３回を見ていたのですが、そのうち現在２回

の実績があり、その中で１回については無償の講師に来ていただいたというこ

とで、４８万円ほど浮いているということ、それから先ほど申し上げた一般研

修では旅費が４６万９,０００円ほど減額になっているということでございま

す。あくまでも実績に伴うそれぞれに係わる費用の減の積上げとなっておりま

す。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 実績は分かったのですが、研修の重要性というのは

これまで議会からも非常に指摘されている事項であると思うのですが、今「ま

ち・ひと・しごと地域創生」もそうですし、様々なことが地域側からの提案に

よって事業展開していくというようになるわけで、職員研修の全てが創造的な

ものではなく実務的なものも相当あると思いますが、新しい発想を得るために

研修をどんどんして行かなければ、なかなか事業展開できないのではないか。

その中でもちろん職員の皆さがん忙しいというお話しをされていて、残業代も

ある程度多くなっていますし、業務幅が広いし深くなって大変であるというこ

とは十分かるのですが、それと並行して職員研修を何らかのかたちで実行して

行かなければならないと思いますが、行けなくて終わりではなく何か別の方法、

業務をうまく時間を作るなど様々なやり方もあると思うのですが、そこはどの

ように考えているのでしょうか。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 久慈 富貴 宮下議員の言われる内容を重々承知した上で、今

後の人材育成について研修は重要なものであることは重々承知の上で、監査委

員からの指摘もあり、それに対する研修も行うということで計画を組んでいる

のが事実です。しかしながら、業務が多忙な部分もあります。それと当初予定

していた職員が急きょ行けなくなったという突発的な要因もあります。そこで

急きょ交代ということはなかなか難しいということもあります。様々な理由で

当初予定人数が行けなかった結果ということで、ご理解していただきたいと思

いますが、今後も人材育成、職員資質の向上は非常に重要なことであると思っ

ていますので、今一度、これをしっかり職員にも伝えながら職員研修として進
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めて参りたいという考えでおります。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午前１０時５６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５７分再開） 
 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 今の件は課長から今後善処するということだったの

で、ぜひやっていただきたいと思います。５３ページ、地方創生総合戦略策定

事業１,０００万円の事業を組んであって、その中の地方創生総合戦略策定業

務に９００万円付いていますが、これはどのように戦略を策定する予定になっ

ているのか。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 久慈 富貴 地方創生総合戦略策定業務９００万円ということ

で、これは月形町の人口ビジョンと総合戦略の２本を策定するための費用でご

ざいます。これについては、策定業者等に見積りをいただいているところで、

人件費、事業費、その中にはアンケート関係の事業費、交通費、策定委員会等

に出席する旅費、印刷製本費などこれらのものを含めると見積りでは約８９０

万円というかたちになっております。これはある程度予備を見まして９００万

円という内容と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 今の説明だと結局、総合戦略を作るのにコンサルに

基本丸投げという言い方は変ですが、ベースはコンサルが作ってそれを戦略策

定委員が審議する今までの総合振興計画などとかなり同じようなかたちにな

るのでしょうかということが１点。もう一つ、私たちは今年度いっぱい掛けて

振興計画を作ってきたわけで、その前段として昨年町民アンケートを取って

色々とやってきたわけですが、それと今回の戦略を作るに当たってどのように

ポイントを絞るのか、やり方を変えるのか、どんなふうに考えているのか。結

局２年前にアンケートを取っていてもちろん中身は多少違うにしても、あまり

変わらないものを今までより益々お金を掛けた状況で、尚且つ、コンサルに全

部やってもらってやってもなかなか私たちの生の戦略にならないのではない

かと思いますが、いかがでしょう。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 久慈 富貴 人口ビジョンと総合戦略におきましては、地方の

努力義務というかたちではありますが、やはり国としては平成２７年度中に策

定しなさいということは以前、説明しているところであります。当初私ども内
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部でもできるのかなという気もしておりましたが、その後、色々な情報等でや

はりこの業務については、我々事務職だけでは到底できないという実態が明ら

かになってきたということで、これはどこの町村も足並みをそろえて行うわけ

であります。総合戦略の策定につきましては、やはり地方自治体のみでの策定

はなかなか厳しいということであります。国でいう総合戦略法の指導でも地方

自治体のみでの策定は許されておらずという表現もしていますが、それをもっ

て住民、商工会、農協、市町村、国の行政機関、教育機関、金融機関の方から

なる審議組織を立ち上げ、それに伴う策定をしていく体制づくりをしなければ

ならないということですから、その策定にあたってもなかなか面倒なものと言

ってはおかしい表現かもしれませんが、かなり詳細なものを国から情報をいた

だいた中でそれを基に総合ビジョンを策定していかなければならないという

ことで、技術的、専門的分野が備えているということで、自治体のみでの策定

はできないということから、今回の事業を対象として予算計上しているところ

です。なお、振興計画は平成２５年度、２６年度で進めておりました。また、

「まち・ひと・しごと」については、本年度より国から平成２６年度補正予算

の中ではじまっている、その前には年度末に閣議決定されているという制度が

法案化されたということですから、それとは全く別なものとして考えて、現実

的には振興計画とも整合性の持てる部分もありますが、それとは別なものとし

ての考えで総合戦略等について進めていくかたちであると認識していただき

たいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 総合戦略を作るにあたって役場内部だけではダメで

あるということは十分認識していて、それはコンサルを使わなければいけない

わけではなくて、策定にあたっては商工会など地域の関係各所代表者などを入

れて検討しなさいということで抑えています。それは策定委員会ができて、も

ちろんその中でやっていくと思いますが、その基礎資料としてコンサルを使う

ということであると思いますが、それにしても結局やり方としてはほとんどコ

ンサルが作ったものを多少なりとも審議するなどのかたちであっては、やっぱ

り地域の細々したところができないと思いますが、そこはどのように工夫して

戦略会議を本当に私たちの戦略会議になるかどうかというところに掛かって

いると思うのです。先ほど総合振興計画とは別物であるということで、もちろ

ん別物ということは分かるのですが、振興計画の５つの重点項目があった中に

子育て・人口問題、正しく個々の総合戦略に係るものとリンクするものが入っ

ているわけです。それらのところと今回の総合戦略で策定するものと、結局振

興計画で重点課題になっていたものは、その前のアンケートから含めて総合的

に流れがあってそれをまた展開していく関係であると思うので、やっぱりそこ
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はある程度もとあったものも活かしながら、今まで散々振興計画審議委員会が

話し合いを進めてきたわけですから、それらも活かしながらやっていくのがよ

り発展性があるのではないかと思うのですが、そういう意味で今後展開をどの

ように考えているのでしょうか。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 久慈 富貴 展開としては、月形町における地域人口ビジョン

及び地方創生戦略の策定について具体的な施策、事業の効率かつ効果的なもの

に展開していくための計画づくりです。業務内容としては先ほど少し申し上げ

ましたけれども、人口動態については、国からのデータを元に人口動態等の資

料を基に整理分析していく、推計についても前回出したそれぞれの推計さらに

出生率、移動率など細かいデータ、これも国からデータをいただき、それを元

に計画を策定していくということです。それらを元に人口ビジョンが出来上が

るものであります。これについて、作業的にはやはり職員だけでは厳しいとい

うこともあります。それに伴って今度は総合戦略の策定で、結婚、出産、子育

てに関する意識調査が総合振興計画のアンケートとは全く別なものという考

えで認識していただきたいと思いますので、アンケート内容についても変わっ

てくるということです。それと関係者に対してのヒヤリング等もやって行かな

ければならない。策定委員会運営についてもやって行かなければならないとい

うことで、諸々した中ではやはり専門的なコンサル業務を入れなければ、この

業務は策定できないという判断から今回業務委託ということで事業として上

げているところですので、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 これについては、これから策定委員会条例などでき

るかと思いますが、要項ですか。これから議会に対してこれを進めるにあたっ

ての説明や事業の展開方向など話を聞く機会はあるのでしょうか。それともこ

の予算が付いた段階で終わりになるのですか。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午前１１時０８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 総務課長 
○ 総務課長 久慈 富貴 創生法の中でも町側の組織また議会と検討すると

いうことも明記されていますので、それに基づいて共にいいものを作って行き

たいと思っていますので、宜しくご理解願いたいと思います。 
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○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午前１１時１１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２０分再開） 
 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 ６３ページ、障害者自立支援等給付事業、先ほど副

町長の説明で福祉サービス費等給付の減ということで、先ほど回数の減によ

るものという説明があったわけですが、実態が知りたいのでどの程度居宅サ

ービスなどいくつか説明していましたが、サービス減の実数を教えてくださ

い。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午前１１時２１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２２分再開） 
 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 今の件については、後ほどお願いします。６５ペー

ジ、臨時福祉給付事業２０１万８,０００円減額されていますが、なぜこんな

に対象者で受け取る人が少なかったのか、実数を知りたいのでそこのデータも

示していただきたい。 
○ 議長 笹木 英二 保健福祉課長 
○ 保健福祉課長 平田 京子 臨時福祉給付事業の交付金ですが、当初予算

では１,１５０人、加算５５０人で見ていました。２月末の実績では９１９人、

加算７２６人ということで、人数が減っています。補正予算の数字ですが、先

ほど言った９１９人を実行予算では見込ということで９３５人見ております。

加算については７３５人ということで補正させていただいています。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 

○ 議員 宮下 裕美子 当初対象者見積り１,１５０人、加算５５０人と実際

に対象者が減ったことは色々事情があると思いますが、加算が増えているのは

どのような理由ですか。制度的な問題があったのですか。 
○ 議長 笹木 英二 保健福祉課長 
○ 保健福祉課長 平田 京子 対象者については、平成２６年度予算編成時

期に町民税の非課税対象者で予算人数を見ています。実際に事業をはじめるに

あたり対象者については、課税状況も変わりますし、扶養されている方も実際

の対象者につきましては、予算人数とは変わるということになります。当初予

算を見たときの人数とは課税状況も変わりますので、実際の人数は申請された
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人数ということになります。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 そうすると課税対象者が変わって本当の対象者も加

算が思いの外予定より減ったということで、よろしいですか。それと実際にこ

の人たちは本来補助金当たるべき人たちのどれぐらいが申請されたのか、そこ

の数だけお願いします。 
○ 議長 笹木 英二 保健福祉課長 
○ 保健福祉課長 平田 京子 対象者の見込数ですが、９５０人を対象者と

して見込んでいますので、申請率としては９６％となっております。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 これは見込数で何％として出しているとすれば、本

当は実数が最初にあって、それに対する対象者となると思うのですが、細かい

ことになるので、今の件でほぼ了解しました。細かいことは後ほど確認したい

と思います。６９ページ、病院事業会計繰出金ですが、繰出金の名目が病院の

受け手側で色々あると思いますが、町側として赤字補填というかたち、地域医

療医師対策費など色々な言い方をして繰出金をしているわけですが、今年度当

初予算で今までより７,０００万円繰出金を元々多く入れた上で予算を組んだ

と記憶していたのですが、確認も含めて最終的に今年度赤字対象というか名目

上は色々あるのですが、基本的なところ以外に繰出した分は総額いくらになる

のでしょうか。 
○ 議長 笹木 英二 病院事務長 
○ 病院事務長 渡邊  隆 お答えさせていただきます。いわゆる赤字補填

というか、名目的には医師確保対策に要する経費という分類をさせていただい

ておりますが、その部分で当初約５,８００万円、これに今回の１,０００万円

を追加して６,８３３万１,０００円というかたちで補正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 分かりました。先ほどの数字が間違っていました。

当初は５,８００万円ということで、了解しました。７３ページ、衛生センタ

ー一般廃棄物保管施設等整備事業ですが、一般的にうちで工事をした場合には

大体執行残が出るのが当たり前で、９０％ぐらいの工事をやっていると思いま

すが、今回のこの工事は当初予算５,０１６万１,０００円に対して最終的な執

行残だと思いますが３５万５,０００円の補正減になっています。これはどの

ようなかたちで工事の中身も含めて工事費が予算の中には納まっていますが、

一般的な工事では比較的高い水準だったと思いますが、その説明をお願いしま

す。 
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○ 議長 笹木 英二 住民課長 
○ 住民課長 清水 英俊 衛生センター一般廃棄物保管施設等整備事業工事

３５万５,０００円の減額ということです。中身については、一般廃棄物の保

管施設として工事３本を出しており、建築主体工事が契約額３,９６３万６,０
００円、一般廃棄物保管施設整備の電気設備工事３８３万４,０００円、一般

廃棄物保管施設等整備工事３３４万８,０００円以上３つでございます。その

補正残が３５万５,０００円ということです。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 当初予算に対してどのぐらい今、建築主体工事、電

気設備工事、一般廃棄物保管施設等整備工事それぞれ細かい数字を出していた

だきましたが、私たちが持っている数字は整備事業の工事全体で４,４６６万

９,０００円だったので、最初にそれしか示されていないので、実際の工事が

どのようになってこのような執行残になったのか。これだと当初予算の工事費

より高くなっていると思うのですが、それは備品購入費が下がっているわけで

すか。 
 
○ 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３２分再開） 
 
○ 議長 笹木 英二 住民課長 
○ 住民課長 清水 英俊 申し訳ありません。今ほどの説明は当初の契約額

を申し上げました。そのうち一般廃棄物保管施設等整備主体工事契約額３,９
６３万６,０００円ですが、設計変更により２５０万４,５２０円減しており、

差し引き額が工事費ということです。もう一度申し上げます。一般廃棄物保管

施設整備建築主体工事については３,７１３万１,４８０円ということで確定、

事業が終了しております。それと電気設備工事３８３万４,０００円、保管施

設等整備工事３３４万８,０００円でございます。執行残が３５万５,０００円

ということで今回補正させていただくということですので、ご理解いただきた

いと思います。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 今、設計変更があったということでしたが、これは

どういう内容ですか。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 古谷 秀樹 工事を担当している担当課長としてお答えさせて

いただきたいと思います。建築主体工事におきまして杭打ちを実際に施工した
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ところ、平成４年度に施工いたしました管理棟建設時のボウリングデータに基

づき実施設計を組み、地下１２メートルまで支持層がないという結果がありま

したので、今回、それを元に実施設計を行ったところですが、実際に現場にお

いて杭を打ちますとそれほど杭が入らず高止まりがあったということで、不用

分について設計変更させていただいたということでございます。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 分かりました。確認ですが、７７ページ、担い手へ

の農地集積推進事業は、本年度全額減額になっていて実績がなかったというこ

とですが、農地集積推進事業は前年度１４０万円減額されていますが、この事

業自体はある程度終わりの段階に入っているということですか。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 古谷 秀樹 来年度予算におきましても予算計上しております

が、いわゆる中間管理機構を通しての取引がなか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 中間管理機構の取引がなかったということは分かっ

たのですが、全体を見ているので町全体の農地の様子としては、まだ動く可能

性はあるのか、分かる範囲でかまわないのでお願いします。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 古谷 秀樹 私がお答えするよりも農業委員会事務局長の方が

よろしいかと思います。 
○ 議長 笹木 英二 農業委員会事務局長 
○ 農業委員会事務局長 梅沢 政仁 お答えさせていただきます。担い手へ

の農地集積推進事業地中間管理機構としての事業ですが、基本的には貸し手側

の貸したいという希望が出てこない限り中間管理機構としては事業が成り立

たないということなので、農業者または農地を現在耕作されている方が中間管

理事業を使って貸したいという希望があった場合には出てきますが、実質的に

希望がなかった場合には出てこないということで、大変失礼な言い方になるか

もしれませんが、貸し手事情によるというものですので、その点、ご理解いた

だきたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 了解しました。８３ページ、皆楽公園等管理経費、

修繕費２２６万８,０００円の中身についてお願いします。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 古谷 秀樹 はな工房の内線電話が老朽化により異常な症状が

発生しております。内線がかかっていないにも係わらず客室で呼び出し音が鳴

るという現場から報告があり、現在内線電話については、全て止めている状況
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でございます。これを早急に修繕しなければならないということで、今回補正

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 了解しました。８７ページ、除雪対策費、今年は少

雪だったのですが、そこで業務実績、今回減額もないのですが、運用でどのよ

うになっているのか。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 古谷 秀樹 補正に係るご質問かどうか判断し兼ねますが、少

雪であってもその日の現場の状況等によって急きょ走らなければならない場

合もございます。風の状況も町内、南地区、札比内地区では相当違いますので、

場合によっては地吹雪等で町から南地区は一切走らない日でも、札比内地区は

午前と午後の２回走る事もありました。それから雪解けが進んでくる中で相当

わだちが出来ている状況でそれらを削る作業等もございますので、一概に少雪

だからといって除雪車の車種によって運行状況は変わりますが、除雪専用車の

運行については、非常に少なかったと思います。ただ、今日新聞報道でもあり

ましたが、岩見沢市の場合も除雪経費は浮いているけれど排雪はいつもと変わ

らないという報道もありましたし、そのような状況はあると考えております。 
（宮元議員 午前１１時４０分退席） 

○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 全体の状況は分かるのですが、課長が言われたよう

にうちの場合も除雪全体は少なかったけれど排雪が多かったなど色々な事情

はあると思いますが、排雪がいつものとおりあったのか実際に現場で見ていま

すので、減額もあるかと思って今年の全体の状況をつかみたかったのです。 
○ 議長 笹木 英二 全体像については、今ほど産業課長が説明したとおり

でいいと思います。 
○ 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。９１ページ、防災対策経費、防災士

育成事業が減額になっていますが、当初予算１２２万円、今回１１５万１,０
００円減額ということで、今年約７万円だけの支出になったわけで、防災士の

実態、今年度新たに防災士を取られた方、過去までに防災士を養成してきたわ

けですが、状況と防災士をこれだけ今までずっと予算を付けてやっていたわけ

ですが、防災士の関係でどんな展開をされているのか、お伺いしたい。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 久慈 富貴 補正予算の減額についてご説明申し上げます。こ

れについては３年目ということで、防災士養成ということで当初予算２０名分

予算を立てております。１年目、２年目は防災士の養成が進んだということで
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３年目につきましては、希望者がいないということで実質２名が防災士を養成

され、１１５万１,０００円減額ということでございます。防災士におきまし

ては、ご承知のように各行政区内で防災意識の向上やそれらを高めるための活

動をしていただきたいという目的から始まったもので、行政区内で防災訓練等

に係わっている行政区もありますし、今後もそのような訓練等に参加していた

だければと思っているところです。人数については、今資料を持ち合わせてい

ないのでお答できませんが、現在４０数名が養成されているかと思います。今

後も必要であれば防災士について養成することは進めて行きたいと思ってい

るところですので、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 当初、行政区の防災の中心的になるようなかたちで

防災士を養成するということだったのですが、実際この３年間やって４０数名

が防災士になったわけですが、人的分布というかどこの行政区にもそれなりの

防災士を取得した人が実際に現れたのですか、それともどこかの地域に片寄っ

ているなどそこはいかがでしょうか。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 久慈 富貴 今、詳細の資料を持ち合わせていないのでうまく

答えられないかもしれませんが、１４行政区のうち２、３の行政区については

防災士を養成されていない状況でございます。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 行政区内だけでなく片寄りはないのですか。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 久慈 富貴 市北行政区、赤川行政区、北農場行政区を含めて

５、６名と人数の多い行政区もありますし、１名しかいない行政区もあります

ので、それが片寄りかもしれませんが、行政区の戸数や人数も違いますので、

これについても今後均衡の取れるようなかたちで養成できればいいのかなと

考えているところでございます。 
（宮元議員 午前１１時４５分入場） 

○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 これは防災士を養成することが目的ではなく、その

後いかに防災につなげるかだと思いますので、今後の展開を見守りたいと思い

ます。今養成できていない行政区も含めて細かいことについては、別の場面で

お伺いしたいと思います。９３ページ、認定こども園開設準備事業について、

これは５月に行われた平成２６年第３回臨時会で補正したものですが、その時

の説明では月形町認定こども園開設準備業務に関しては、花の里保育園に委託

するということで、委託内容として臨時職員１名分の人件費と正職員２名分の
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時間外勤務を合わせて１０９万１,０００円、その後諸々消耗品費など計上し

た上で１３５万１,０００円ということでしたが、今回減額されているのです

が、これはどういう計算で減額になるのか、中身をお願いします。 
○ 議長 笹木 英二 教育次長 
○ 教育次長 対馬 照巳 ただ今の認定こども園開設準備事業の委託料減額

１１万８,０００円の内訳ですが、これにつきましては、当初１３５万１,００

０円の予算ということで、入札契約時点１２３万２,１０７円ということで札

親会から提示があり、それが契約金額ということで、入札残１１万８,８９３

円となっております。内訳につきましては、先ほど宮下議員が言われたとおり

職員の給与また福利厚生費、旅費等合わせて多少の増減は計算上ありますので、

その執行残ということで１１万８,８９３円という内訳でございますので、宜

しくお願いします。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 今説明された１１万８,０００円はそういうかたちで

出てきたお金であることは分かるのですが、認定こども園開設準備事業そのも

ので講師等謝礼１０万円が４万６,０００円減額ということは、２回やるべき

ところを１回しか行われていない、職員普通旅費が余っているなどいくつか項

目がある中でやっていて、これらを含めて認定こども園開設準備事業の計画し

ていたものが全てこなせていなかったのではないかと判断できるのですが、実

際どの程度当初計画の事業のうち消化できたのか、お伺いしたい。 
○ 議長 笹木 英二 教育次長 
○ 教育次長 対馬 照巳 ただ今のご質問ですが、報酬、講演会については、

講師等の都合もあってぜひ１回ということでお願いして１回分の講演料でご

ざいます。旅費については、職員、教育委員会を含めて幹事会等保健福祉課職

員それぞれ視察研修等に行っておりますので、その分の旅費ということで、必

要経費として支出しておりますので、残が１万２,０００円、使用料について

は、視察研修用の車借上で当初２回を見込んでいましたが、実際は両園から要

望があり研修についてはまず職員、園の先生方、札親会ということで理解した

いということで、主に職員研修を行っていました。今後、日程は未定ですが１

回保護者を含めてということで計画を予定見込として上げており、その残が４

万９,０００円ということでございます。負担金につきましては、諸会議等の

減でございますので、宜しくご理解いただきたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 認定こども園開設準備業務そのもののところでも事

業が組まれていたのです。花の里保育園側に委託した事業がいくつもあるので

すが、実際の実施はどのようになっているのかも含めて聞いているのですが、
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答弁漏れでお願いします。 
○ 議長 笹木 英二 教育次長 
○ 教育次長 対馬 照巳 申し訳ございません。認定こども園開設準備委託

事業の中身については、現在進行形ですので職員等の採用も含めて札親会で計

画され実行中ですので、詳細については決算時に判明すると思っております。

その前には我々も確認させていただきたいと思っていますので、宜しくお願い

します。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 今、次長からの説明で講師の謝礼などここに出てい

る分については、町が主体的にやる事業でその分の残が出るのは理解できたの

ですが、花の里保育園側に委託した事業について以前の説明では基本目標・計

画策定や認定こども園などの視察も含めて合同保育あるいは保育環境などの

設定など１０ぐらい事業を言っていたと思います。例えば合同保育も途中イン

フルエンザなどが流行ってなかなかできなかったなどあったわけですが、委託

した事業が実際にうまく消化できない場合、今回元々の委託料の計算時にそれ

をやるための人件費として予算計上しているのですが、そうなると事業ができ

なかった時の人件費が全然リンクできないと思うのですが、本来の予算の立て

方として問題があったのではないかと思うのですが、いかがですか。 
○ 議長 笹木 英二 教育次長 
○ 教育次長 対馬 照巳 年度当初認定こども園開設準備の委託ということ

でそれぞれ事業を組んでおります。主な事業として合同保育についても子ども

たちの交流ということで取り組んでいただいております。ただ今申し上げまし

たとおり２回ほど中止となっておりますが、それについても実際に合同保育に

関しての予算または消耗品等の経費等直接掛かってくるものとしては、人件費

にも跳ね返ってくるかと思いますが、最終的に委託料の精査をさせていただき、

変更等があれば精算ではないですが、管理業務の変更というかたちで行いたい

と思っていますので、宜しく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 委託で事業を出す場合、出したものを戻す、管理業

務の変更という制度はあるのですか。事業が何本かあってそれぞれ積算根拠が

あって、その中の事業がいくらかできなかったので余ったというなら理解でき

るのですが、事業の組み立てと委託料の積算の計算方法が全然違うと思うので

す。委託料の計算では人件費としてトータル、もう少し細かく言いますと議事

録に載っていたのですが、「積算の根拠として臨時職員１名を採用、勤務体系

については１日５時間勤務で月２０日間の勤務と積算、それから、臨時職員の

他、正職員２名分の認定こども園の準備に係る時間外勤務１日２時間の月額１
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１カ月分を見込んで、トータル１０９万１,４５７円」ということで、事業そ

れぞれの積算ではなく、それとは関係なく丸抱えでやった上で、かたやでは人

件費として計算している状況なので、それぞれの事業ができなかった時に委託

料を出して戻してということがちょっと、これだとどのように精算するのか分

からないのですが、とってもできないのではないかと思うのですが、そこは問

題ないのですか。予算を精査する予算審議でも質問しているわけですが、あの

時は最終的に休憩時間での議論になってしまったので、議事録にも残っていな

くて検証もできないような状況になっているのですが、本来だったら予算を委

託するのであればそれぞれ事業ごとの積算を出してそれに対する委託料とい

うかたちなら納得できるけれども、そうではなく人件費として一括やるのは問

題があると言って、その上で変更等があるような可能性の説明もチラッとあっ

たと思うのです。結局はどういうことにしたのか、お願いします。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午前１１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 １時３０分再開） 
 
○ 議長 笹木 英二 はじめに午前中において２件について答弁不足があり

ましたので、まず、保健福祉課長より社会福祉総務費、障害者自立支援等給

付事業、福祉サービス費等給付の減について答弁願います。 
○ 議長 笹木 英二 保健福祉課長 
○ 保健福祉課長 平田 京子 はじめに社会福祉総務費、障害者自立支援等

給付事業、福祉サービス費等給付の減について説明させていただきます。減額

の主な内容につきましては、居宅介護事業について約３００万円の減額になっ

ております。延べ利用者数が１９２名から１４２名に減ったことによる減額で

す。生活介護につきましては、１３０万円増額になっております。就労継続Ａ

型事業につきましては、４６０万円ほどの減額になっており、事業者が一箇所

廃止になったことによる減額です。共同生活介護共同生活援助事業につきまし

ては、２つ合わせて一元化になっており、合わせて５４０万円の減額になって

おります。合計９９４万３,０００円の減額になっております。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 今、利用者減のかたちで報告があったわけですが、

今月形町内の障害者自立支援の対象者となる人たちは、人数的には横ばいか増

えているかどうか分からないですけれど横ばいと認識しているのですが、これ

だけ減っているということは、何か弊害など出たりはしないのでしょうか。生

活の実態として現在は介護を必要としていないなど、このように減ってきた主
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な理由がないか。予算時の説明では全体の対象者もサービスも増える可能性が

あるので、前年と比べて１,３００万円ぐらい増額していたので、そういう現

実もあったので、実態でこれだけ減っているということは、状況がどのように

なっているのか、お伺いします。 
○ 議長 笹木 英二 保健福祉課長 
○ 保健福祉課長 平田 京子 細かいことは今申し上げられないですが、利

用者の死亡や違う事業に移行された方もいます。利用数としてはほぼ横ばいで

す。実績として予定されていたサービスを受けることがなかったということで、

減額になっている部分があります。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 今利用者数が横ばいということでしたが、利用者数

ではなくて対象者が横ばいで、この事業の利用者が減ったということでよろし

いですか。その理由については、詳しく分からない。多少他の事業に移った人

もいるけれども、傾向はあまりつかめていないという認識でいいですか。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午後 １時３２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３４分再開） 
 
○ 議長 笹木 英二 保健福祉課長 
○ 保健福祉課長 平田 京子 それぞれ予算を見るときには、利用者数とし

て新規の方で予定を見込んでいるものもありますし、実際今回補正させていた

だく中で、実績等を踏まえて減額させております。それぞれの事業で申し上げ

た方がよろしいでしょうか。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 言葉の使い方が違うのかもしれませんが、全体的な

イメージとして対象となる障害者の方々の人数は変わらないけれど、それぞれ

のサービスを利用する数が減った、サービス内容が変わったので利用しやすい

事業に移っているので総体的にここの部分が減額になったなど、そこが先ほど

の説明でよく分からなったので、 
○ 議長 笹木 英二 保健福祉課長 
○ 保健福祉課長 平田 京子 予算を組む時には利用されている方の実績も

踏まえますけれども、新規で利用されるということも見込んでおりますので、

実績としては減額になったという事業もあります。 
○ 議長 笹木 英二 これについては終わります。続きまして教育次長より

教育費、認定こども園開設準備業務委託料について答弁願います。 
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○ 議長 笹木 英二 教育次長 
○ 教育次長 対馬 照巳 教育費、認定こども園開設準備業務についてのご

質問でございます。認定こども園の開設準備事業についての委託業務内容につ

きましては、概ね予定どおり良好に推移しているものと考えております。なお、

仕様について極端に異なることが生じたならば、計画等の変更もあり得ると考

えておりますので、宜しくお願いします。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 概ね予定どおりということは、教育及び保育の基本

目標や基準に関する事項の調査、検討、策定、指導計画の計画と策定というこ

とで、委託したほとんどの計画がある程度今年度中に出来上がると考えてよろ

しいのでしょうか。もう一点、保護者も含めた研修会等も企画されていたと思

いますが、それに対しても概ねできていたという認識になるわけですか。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午後 １時３８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３９分再開） 
 
○ 議長 笹木 英二 教育次長 
○ 教育次長 対馬 照巳 委託業務の内容、基本目標等については、現在進

行中ですので、結果として業務の成果が上がってくると思っております。認定

こども園の視察等についても同様で計画されていると考えていますので、結果

を待ちたいと思っていますので、宜しくお願いします。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 そうすると、３月３１日までが契約期間になると思

うので、最終的なところできちんと業務が遂行されると思うのですが、先ほど

当初の仕様と異なるような実態になった場合は、計画変更もあり得るというこ

とだったのですが、午前中の説明でどのように計画変更をきちんと査定するの

かというお話しをさせていただき、人件費一括で今回の事業を見積もっている

以上、算出の仕方が非常に難しいと思うのですが、それはどのような方向で出

していくつもりなのか、お願いします。 
○ 議長 笹木 英二 教育次長 
○ 教育次長 対馬 照巳 委託の人件費については、そのまま計上させてい

ただきます。今言った仕様の中身についての極端な変更については、人件費以

外、例えば先ほど宮下議員が言われたご要望等も絡んでくると思いますが、そ

の中で甲乙協議契約の中で判断をさせていただきたいと思っておりますので、

宜しくお願いします。 
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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２号は、原案のとおり可決することにしたいと

思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
○ 議長 笹木 英二 お諮りいたします。日程の順序を変更し、日程１９番

平成２７年度町政執行方針、日程２０番 平成２７年度教育行政執行方針を

先に審議したいと思います。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。よって日程の順序を変更し、

日程１９番 平成２７年度町政執行方針、日程２０番 平成２７年度教育行

政執行方針を先に審議することに決定いたしました。 
 
◎ 日程１９番 平成２７年度町政執行方針（町長）、日程２０番 平成２７年

度教育行政執行方針（教育長） 
○ 議長 笹木 英二 日程１９番 平成２７年度町政執行方針（町長）、日程

２０番 平成２７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２７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２７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。 
 
○ 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４０分再開） 
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◎ 日程６番 議案第３号 平成２６年度月形町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第３号） 
○ 議長 笹木 英二 日程６番 議案第３号 平成２６年度月形町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第３号）を議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 

補足説明 
  議案書１１０ページ、第２表 繰越明許費の補正です。追加です。１款 総

務費 １項 総務管理費 社会保障・税番号制度システム整備事業として９０

万円を次年度へ繰越すものです。 
  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１１２万円の補正減について、１節から６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す。２目 退職被保険者

等国民健康保険税７９万３,０００円の補正減について、１節から４節の内容

のとおりです。１目と同様の補正減です。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３８９万７,０００円の補正減について、１節

の内容のとおりです。変更申請に基づく負担金の補正減です。２項 国庫補助

金 １目 財政調整交付金２００万円の補正減について、１節の内容のとおり

です。普通調整交付金については収入見込み額精査による補正減、また、特別

調整交付金については直営診療施設町立病院ですが、そこに対する運営経費の

補助追加による補正増です。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２１０万５,０００円の補正減について、

１節の内容のとおりです。収入見込み額精査による交付金の補正減です。６款 

道支出金 ２項 道補助金 １目 財政調整交付金３００万円の補正減につ

いて、１節の内容のとおりです。収入見込み額精査による交付金の補正減です。

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２６

７万６,０００円の補正増について、１節の内容のとおりです。これについて

は、交付決定通知による補正増です。９款 繰入金 １項 他会計繰入金 １

目 一般会計繰入金２９５万２,０００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からの繰入金を補正増とするものです。

１０款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金４７６万２,０００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１８０万１,０００円の補正減について、１９節の内容のとおりで
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す。当初の見込よりも医療費が少なめに推移したので、補正減とするものです。

７款 共同事業拠出金 １項 共同事業拠出金 ２目 保険財政共同安定化

事業拠出金２８０万５,０００円の補正減について、１９節の内容のとおりで

す。額の確定に伴う補正減です。１０款 諸支出金 １款 諸費 ３目 直営

診療施設勘定繰出金５００万円の補正増について、２８節の内容のとおりです。

１１８ページで説明しました国からの交付金を町立病院へ繰り出すものです。 
○ 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。（「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。 
 
◎ 日程７番 議案第４号 平成２６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４号 平成２６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。１款 使用料及び手数料 １項 使用料 １目 下水道使

用料２４６万６,０００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 歳出です。１款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費１８

万９,０００円の補正減について、１１節から２７節の内容のとおりです。２

目 施設管理費 ２５万９,０００円の補正減について、１１節から１３節の

内容のとおりです。１目、２目とも年度末を迎えての経費の精査による補正減

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。（「質疑なし」の声あり） 
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○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

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８番 議案第５号 平成２６年度月形町介護保険事業特別会計補正予

算（第４号） 
○ 議長 笹木 英二 日程８番 議案第５号 平成２６年度月形町介護保険

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 
  議案書１７４ページ、第２表 繰越明許費の補正です。追加です。１款 総

務費 １項 総務管理費 社会保障・税番号制度システム整備事業として１

２０万円を次年度へ繰越すものです。 
  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１６３万１,０００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す。５款 支払

基金交付金 １項 支払基金交付金 １目 介護給付費交付金６０３万９,０
００円の補正減について、１節の内容のとおりです。変更交付申請による補

正減です。６款 道支出金 １項 道負担金 １目 介護給付費負担金２６

７万６,０００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

も変更交付申請による補正減です。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２,８３３万２,０００円の補正増について、１節、

２節の内容のとおりです。２節の３,０００万円につきましては、次期介護保

険事業のための一般会計からの繰入金です。２項 基金繰入金 １目 介護

給付費準備基金繰入金３９０万７,０００円の補正減について、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１,６２１万１,０００円としたと

ころです。 
  ３ 歳出です。２款 保険給付費 １項 介護サービス等諸費 １目 居
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宅介護サービス等給付費５９１万７,０００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、短期入所等の件数の減による補

正減です。２目 施設介護サービス給付費１３５万３,０００円の補正減につ

いて、１９節の内容のとおりです。主に療養型医療施設利用者の人数の減に

伴う補正減です。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２０５万５,０００円の補正増について、１９節の内容のとおりです。

主に通所リハビリ及び特定入所者生活介護の件数の増による補正増です。４

項 高額介護サービス等費 １目 高額介護（予防）サービス費１８３万１,
０００円の補正減について、１９節の内容のとおりです。件数の減による補

正減です。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３１７万１,０００円の補正減について、１９節の内容のとお

りです。主に件数、また、１件当たりの給付費の減による補正減です。４款 

基金積立金 １項 基金積立金 １目 介護給付費準備基金積立金３,０００

万円の補正増について、２５節の内容のとおりです。第６期介護保険事業計

画のための準備基金への積立金です。これにより基金の平成２６年度末の現

在額、少し細かくなりますが４,９９９万８,７１８円となる見込みです。 
○ 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 支出の色々なサービス給付について、全体的な傾向

としてサービスを受けている人の件数の減、１件当たりの金額が落ちていると

いうことですが、介護保険については高齢化が進んで介護保険の対象者も増え

て行きサービスも増えるのかなと予想していたわけですが、現実的は少し減少

になっているのですが、そのあたりのところ現場としてはどんなふうに見てい

るのか、お伺いします。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午後 ３時０２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０８分再開） 
 
○ 議長 笹木 英二 保健福祉課長 
○ 保健福祉課長 平田 京子 平成２６年度の予算編成をするときには平成

２４年度、平成２５年度の実績値を元に増額する見込みで予算編成をしており

ます。結果としては、それほど予算に比較しますと減額しますが、平成２４年

度、平成２５年度よりも決算については増える見込みであります。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
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○ 議員 宮下 裕美子 傾向を聞きたかったので、基本的には介護保険全体

の利用は伸びているけれども見込みよりは多少減っていたということで、今

までどおりの念頭に置いている傾向で問題ないということですね。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。 
 
○ 議長 笹木 英二 お諮りいたします。本日の会議はこの程度に止め、日

程調整のため、これにて延会にしたいと思います。また、３月４日から８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１１日か

ら１６日まで予算特別委員会審議のため、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４日から８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１１日か

ら１６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 本日は、これにて延会いたします。 

   （午後 ３時１０分延会） 
 
 


