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会議に付した事件は次のとおりである。 
 意見案第１号 安全・安心の医療・介護の実現、医療・介護従事者の大幅増

員と処遇改善を求める要望意見書の提出について 

 意見案第２号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る要望意見書の提出について 

 意見案第３号 農協関係法制度の見直しに関する要望意見書の提出について 
 会議案第１号 閉会中の所管事務調査の申し出について 
 
○ 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。 
 
○ 議長 笹木 英二 お諮りいたします。本日は休会としていましたが、予

算特別委員会が終了いたしましたので、特に会議を開くことにいたしたいと

思います。 
  これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本日は特に会議を開く

ことに決定いたしました。 
  １０日に引き続き会議を再開いたします。   （午後 ３時００分開会） 

直ちに本日の会議を開きます。        （午後 ３時００分開議） 
議事日程第３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 

鳥 潟 真 二 君 
宮 下 裕美子 君 

の両君を指名いたします。 
 
◎ 日程 2 番 報告第１号 予算特別委員会報告 議案第８号、議案第１０号、

議案第１４号から議案第１８号、議案第２２号及び議案第２３号、議案第２５

号から議案第３０号 
○ 議長 笹木 英二 日程２番 報告第１号 予算特別委員会報告を行いま

す。議案第８号 月形町嘱託職員の就業等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１０号 非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支

給に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１４号 月形

町保育所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

乳幼児等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議
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案第１６号 月形町特定教育・保育施設等の利用者負担金に関する条例の制

定について、議案第１７号 月形町学童保育所条例の制定について、議案第

１８号 月形町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第

２２号 月形町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の

制定について、議案第２３号 月形町子どものいじめ防止条例の制定につい

て、議案第２５号 平成２７年度月形町一般会計予算、議案第２６号 平成

２７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２７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２７年度月形

町介護保険事業特別会計予算、議案第２９号 平成２７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２７年度国民健康保険月形町立病

院事業会計予算、以上１５議案を一括議題といたします。 
  本案については、予算特別委員会に付託した事件であり、その結果につい

て会議規則第７７条の規定により予算特別委員長から報告を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 予算特別委員会委員長 宮元哲夫君 
○ 予算特別委員長 宮元 哲夫 予算特別委員会審査結果報告を申し上げま

す。 
  本定例会において、予算特別委員会に付託されました『議案第８号 月形

町嘱託職員の就業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について』か

ら『議案第３０号 平成２７年度国民健康保険月形町立病院事業会計予算』

までの１５件については、去る３月１１日から１６日にわたり予算特別委員

会を開催し、町長をはじめ説明員の出席を求め、慎重に審査した結果、宮下

委員から議案第２３号 「月形町子どものいじめ防止条例の制定について」

反対する旨の討論がありましたが、賛成多数で原案のとおり可決いたしまし

た。よって、別紙審査結果報告書のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。 
以上、簡単ですが、会議規則第７７条の規定に基づき、予算特別委員会報告

といたします。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今予算特別委員長から報告がありましたが、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。（「討論あり」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 討論がありますので、討論を行います。まず、原案に

反対討論の発言を許します。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 議案第２３号 月形町子どものいじめ防止条例の制
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定について、反対討論を行います。いじめ問題は社会的に関心が高く、その

ことから国の法律や北海道条例が制定されてきました。また、子どもを持つ

保護者にとっていじめの防止策と対策は、子どもを育てる際のセーフティー

ネットとして行政に積極的に取り組んでほしい項目の一つとなっています。

今回、月形町子どものいじめ防止条例を制定する議案が提出され、その審議

を予算特別委員会で行いました。その際の審議過程で明らかになったのは、

この条例を実行性のある有意義なものにするには議論が不十分であり、条例

化するには時期尚早ではないかということです。具体的にはこの条例の制定

によって町や教育委員会、学校、保護者に責務が課せられるだけでなく、町

民や事業者も役割を担うことになるにも係わらず、現在までこの条例の情報

が何も提供されず、説明も議論も全く行われていません。加えて、このいじ

め防止条例の直接的当事者である子どもたちについて言えば、この条文では

ほとんど触れられていません。さらに、この条例には「いじめの禁止」とい

う条文があり、過去に起きた陰惨ないじめ問題の反省から導き出された考え

方として「いじめはどこにでもあり誰でも係わる可能性がある。それを早期

に発見し対処することこそ重要だ。」という基本的姿勢を、この「いじめの禁

止」という条文が阻害することになるのではないかと危惧するに至りました。

これらのことから私は月形町子どものいじめ防止条例の今定例会での制定は

時期尚早だと考えます。これから子どもたちや町民に説明を行い、充分な議

論や周知の後に再度手続きをとって制定することが望ましいと判断し、今回

の条例制定に反対いたします。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今議案第２３号 月形町子どものいじめ防止条例

の制定についての反対討論がありました。次に原案に賛成の討論があれば許し

ます。 
○ 議長 笹木 英二 堀 広一君 
○ 議員 堀  広一 議案第２３号については、賛成討論を行います。今回

の月形町子どものいじめ防止条例の制定については、この条例の中身を検討し

た結果、やはり早期に制定するべき、今の時期が最適であると考えますし、い

じめ防止あるいは早期発見を含めた中での未然防止ということが今必要な時

でありますので、この条例を通して、この条例によって制定される「いじめ問

題対策連絡協議会」あるいは「いじめ対策委員会」が機能することを望むとこ

ろであります。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今堀議員から賛成討論がありました。他に討論ご

ざいませんか。（「討論なし）」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結いたし

ます。 
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  これより議案第２３号 月形町子どものいじめ防止条例の制定について、

採決いたします。この採決は起立採決によって行いたいと思います。委員長報

告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。（起立８名、不起立１

名） 
○ 議長 笹木 英二 起立多数です。よって議案第２３号は、委員長報告の

とおり可決されました。 
○ 議長 笹木 英二 他に討論ございませんか。（「討論なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。続いて議案第８号、議案第１０

号、議案第１４号から議案第１８号、議案第２２号、議案第２５号から議案

第３０号までの１４件を一括して採決いたします。本案に対する委員長報告

１４件はいずれも原案のとおり可決であります。従って本案は委員長報告の

とおり決定すること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。よって予算関連議案として議

案第８号、議案第１０号、議案第１４号から議案第１８号、議案第２２号ま

での８件、平成２７年度各会計予算として議案第２５号から議案第３０号ま

での６件、合わせて１４件については、委員長報告のとおり可決されました。 
 
◎ 日程３番 意見案第１号 安全・安心の医療・介護の実現、医療・介護従

事者の大幅増員と処遇改善を求める要望意見書の提出について、日程４番 意

見案第２号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る要望意見書の提出について、日

程５番 意見案第３号 農協関係法制度の見直しに関する要望意見書の提出に

ついて 
○ 議長 笹木 英二 日程３番 意見案第１号 安全・安心の医療・介護の

実現、医療・介護従事者の大幅増員と処遇改善を求める要望意見書の提出に

ついて、日程４番 意見案第２号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る要望意

見書の提出について、日程５番 意見案第３号 農協関係法制度の見直しに

関する要望意見書の提出についてを一括議題といたします。 
提出者の説明を求めます。 

○ 議長 笹木 英二 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。 
  補足説明 
  只今、議長のご指名をいただきましたので、意見案第１号 安全・安心の

医療・介護の実現、医療・介護従事者の大幅増員と処遇改善を求める要望意

見書の提出について、意見案第２号 TPP 交渉等国際貿易交渉に係る要望意

見書の提出について、意見案第３号 農協関係法制度の見直しに関する要望

意見書の提出について、以上、３件を一括して提案理由の説明をさせていた
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だきます。 
  なお、意見案の賛成者として月形町議会議員 宮元哲夫議員、同じく鳥潟

真二議員の両名のご賛同を得ていることを、ここに申し添えておきます。 
  意見案第１号、意見案第２号、意見案第３号について、提案理由の説明す

る。 
  以上、地方自治法第９９条の規定により提出いたします。 
  各議員のご賛同を賜りますことを心からお願い申し上げ、意見案第１号、

意見案第２号及び意見案第３号の提案理由の説明とさせていただきます。よ

ろしくご審議をお願いいたします。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 

○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
 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１号、意見案第２号、意見案第３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１号、意見案

第２号、意見案第３号は、原案のとおり提出することに決定いたしました。 
 
◎ 日程６番 会議案第１号 閉会中の所管事務調査の申し出について 
○ 議長 笹木 英二 日程６番 会議案第１号 閉会中の所管事務調査の申

し出についてを議題といたします。 
  お諮りいたします。議会運営委員会、まちづくり常任委員会の各委員長か

らそれぞれ閉会中の所管事務調査をいたしたい旨の申し出がありましたので、

これを許可することにいたしたいと思います。なお両委員長から各調査期日に

ついては、調査終了まで行いたい旨の申し出がありましたので、付せて許可し

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、よって両委員長から申し出の

ありました閉会中の所管事務調査につきましては、許可することとし、各調

査期日は調査終了までと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。これで本定例会に付議されました
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議案の審議は全て終了いたしました。よって会議規則第７条の規定により本

定例会は、本日をもって閉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 異議なしと認めます。よって本定例会は、本日をもっ

て終了いたします。               （午後 ３時２０分閉会） 
 


