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会議に付した事件は次のとおりである。 

 議案第４６号 平成２８年度月形町一般会計補正予算（第５号） 

 議案第４７号 平成２８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４８号 平成２８年度月形町農業集落排水事業特別会計補正予算（２

号） 

 議案第４９号 平成２８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５０号 職員の勤務時間、休暇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５１号 月形町税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 議案第５２号 月形町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 同意案第３号 月形町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 意見案第２号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める要望意見書の

提出について 

 意見案第３号 大雨災害に関する要望意見書の提出について 

 意見案第４号 JＲ北海道への経営支援を求める要望意見書の提出について 

 会議案第４号 議員派遣について 

 

○ 議長 堀  広一 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。 

  ６日に引き続き会議を再開いたします。   （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 2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 堀  広一 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 

平 田 文 義 議員 

出 村   隆 議員 

の両議員を指名いたします。 

 

◎ 日程２番 議案第４６号 平成２８年度月形町一般会計補正予算（第５号） 
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○ 議長 堀  広一 日程２番 議案第４６号 平成２８年度月形町一般会

計補正予算（第５号）を議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

○ 議長 堀  広一 副町長 

○ 副町長 堀  光一 議案に基づき逐条的に説明する。 

  補足説明 

  議案書２４ページ、３ 歳出です。２款 総務費 １項 総務管理費 １

目 一般管理費１１２万６,０００円の増額、９節、１２節のとおりです。職

員研修事業、行政活動経費、総務事務経費を増額するものです。職員研修事業

については、常任委員会でご説明させていただきましたが、職員の自主研修に

係る増額分です。２目 職員給与費３２万８,０００円の増額、３節のとおり

です。管理職員特別勤務手当については、本年８月災害対策本部を設置した際

の管理職員に係る特別勤務手当の増額分です。３目 企画費１３１万５,００

０円の増額、１節から１９節のとおりです。ふるさと活性化事業については、

申請件数の増による増額です。まちづくり推進事業については、北海道日本ハ

ムファイターズの応援大使が１１月２３日大谷翔平選手、新垣勇人選手に決定

したので、これの応援大使に係る経費で、これは平成２９年３月までの平成２

８年度分です。４目 情報推進費７２１万７,０００円の減額、１２節から１

９節のとおりです。地域情報通信基盤整備事業８６８万９,０００円の減額で

す。これは、光ケーブルをＮＴＴ電柱に共和していますが、その分の事業費が

全て減額となりました。これは、月形から札比内区間のＮＴＴ電柱を国道へ移

設するということで、それに係る月形町の負担分でしたが、それがなくなった

ということです。３款 民生費 １項 社会福祉費 １目 社会福祉総務費４

７３万６,０００円の増額、１３節から２０節のとおりです。障害者自立支援

医療費給付４１４万２,０００円の増額ですが、本年８月から生活保護受給者

の厚生医療についても適用対象になったということで、年間支出額が増額した

ものです。低所得の障害・遺族基礎年金受給者向け給付金給付事業についても、

全額国費負担ですが１９５万円増額させていただきます。４款 衛生費 １項 

保健衛生費 ４目 医療給付費２５９万３,０００円の増額、２０節のとおり

です。乳幼児等医療給付事業、乳幼児等医療費、乳幼児から中学生までの医療

費を無料化していますが、年間支出見込額が増加、医療費が増額したというこ

とです。５目 保健センター費５４万４,０００円の増額、１８節のとおりで

す。保健福祉総合センターのストーブを購入設置してから年数が経っており、

熱効率が非常に悪くなってきているということで、更新させていただきたいと

思います。２項 清掃費 １目 清掃総務費１１０万１,０００円の増額、１

９節のとおりです。合併処理浄化槽設置整備事業について、今後の合併処理浄
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化槽設置の申請が見込まれるので、その分について増額補正させていただきた

いと思います。２目 塵芥処理費５７０万１,０００円の減額、１１節から１

５節のとおりです。衛生センター管理及び塵芥処理経費５３４万４,０００円

減額については、衛生センター、塵芥処理に係る燃料費、特別管理一般廃棄物

処理業務については、町内３福祉施設での紙おむつ処理を業務委託の予定をし

ていましたが、月形町が岩見沢市に廃棄物処理を行っている広域化処理施設で

処理ができることになりましたので、この分を減額させていただきます。６款 

農林水産業費 １項 農業費 ５目 農地費３５０万８,０００円の増額、１

１節から２８節のとおりです。農業集落排水事業特別会計への繰出金、後ほど

農業集落排水事業特別会計の補正予算を上程させていただきますが、そこの施

設の設備更新等に係る繰出金４０４万５,０００円、月形地区基幹水利施設管

理事業においては、光熱水費から必要な施設整備等に予算を修繕料に振り替え

るということで、その振替措置をさせていただくものです。７款 商工費 １

項 商工費 ３目 ふるさと公園費４７万６,０００円の減額、１５節のとお

りです。事業完了による執行残の予算整理です。８款 土木費 ２項 道路橋

梁費 １目 道路維持費４２５万１,０００円の減額、１１節から１８節のと

おりです。全て事業完了による執行残の予算整理です。３目 橋梁維持費１７

７万７,０００円の増額、１３節のとおりです。橋梁補修事業に係る須部都橋

補修設計変更による増額で、本年発注の須部都橋補修設計業務において PＣＢ

（ポリ塩化ビフェニル）有毒性のあるものですが、それが設計業務の現地試験

において低濃度のＰＣＢが検出され、この対応を北海道等々と協議していまし

たが、この設計においてそれの除去に係る工法等を検討し、するという内容で

設計変更をさせていただくものです。４目 除雪対策費２４万９,０００円の

減額、１５節のとおりです。事業完了による執行残の予算整理です。４項 住

宅費 １目 住宅管理費１７１万３,０００円の増額、１９節のとおりです。

定住化促進事業補助金、月形町あんしん住宅補助金がありますが、年間支出見

込額が増加しており、住宅リフォーム、除却解体の申請が増加していますので、

増額させていただくものです。２目 住宅建設費４４万３,０００円の減額、

１５節のとおりです。事業完了による執行残の予算整理です。９款 消防費 

１項 消防費 ２目 防災費１２万７,０００円の増額、７節から１９節のと

おりです。排水機場管理経費等ですが、８月の台風、大雨に係る排水機場の運

転作業員の賃金等の増に伴う増額です。１０款 教育費 ２項 小学校費 １

目 学校管理費１０６万３,０００円の増額、１１節、１２節のとおりです。

小学校管理経費においては、修繕料１０５万８,０００円、小学校内ＬＰガス

配管ですが、検査の結果ここから微量のガスが漏れていることが発見されまし

たので、そこの配管部分の改修を行いたいということで、増額補正です。３項 
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中学校費 １目 学校管理費１３１万８,０００円の減額、１１節から１５節

のとおりです。月形中学校整備事業においては、事業完了による執行残の予算

整理です。５項 保健体育費 ２目 体育施設費８９万円の減額、１５節、１

８節のとおりです。これも事業完了による執行残の予算整理です。 

  議案書１２ページ、２ 歳入です。歳入については、多くが歳出の財源に

ついての補正ですが、１２款 使用料及び手数料 ２項 手数料 ２目 衛生

手数料１７１万５,０００円の増額、２節のとおりです。事業所収集手数料で

すが、歳出で説明した特別管理一般廃棄物が別に業者委託しているものを止め

て、岩見沢で焼却処理するということで、通常の事業所の廃棄物処理と同様と

いうことで、収集手数料がその分各施設から入ってくるということで、それの

増額です。１４款 道支出金 ２項 道補助金 ６目 土木費道補助金１,０

９８万３,０００円の増額、１節のとおりです。社会資本整備総合交付金の内

訳については、道路ストック総点検事業２５万２,０００円の減額、橋梁費補

助事業１,１２３万５,０００円の増額、差引き１,０９８万３,０００円増額させ

ていただくものです。歳出の橋梁事業の財源です。１７款 繰入金 １項 基

金繰入金 １目 財政調整基金繰入金５３１万５,０００円の減額、１節のと

おりです。財政調整繰入金については、今回の補正予算の全体での財政調整と

なるものです。２目 ふるさと活性化基金繰入金６１万９,０００円の増額、

１節のとおりです。ふるさと活性化事業の財源とするもので、歳出で説明のと

おり申請件数等が増額しておりますので、それに係る繰入金の増額です。４目 

公有財産整備基金繰入金７５４万５,０００円の減額、１節のとおりです。公

有財産整備基金からの繰入れを充当して行う事業費が事業完了等により確定

しており、それに伴う繰入金の予算整理です。１９款 諸収入 ５項 雑入 

５目 雑入８７万４,０００円の増額、１節のとおりです。月形町農業後継者

育成補助金返還金５０万円については、農業奨学生として農業課程のある学校

に通われる場合、入学金授業料等掛かる経費について補助させていただく町の

制度がありますが、これに則って５０万円を交付させていただいたいわゆる農

業奨学生がありましたが、本年卒業されてから農業に従事しないことになりま

したので、その場合、制度上、返還していただくことになっていますので、そ

れに伴う返還金です。 

議案書６ページ、第２表 地方債の補正です。ここでは３件、地方債の起債

の限度額を変更させていただきます。対象事業費等の確定等による地方債の限

度額の変更です。 

○ 議長 堀  広一 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 堀  広一 大釜 登議員 
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○ 議員 大釜  登 議案書３０ページ、２項 清掃費、１目 清掃総務費、

合併処理浄化槽設置整備事業に１０１万１,０００円の補正を組んでいますが、

これは９月にも補正を組んでいると思います。これは、当初予算と比べると２

件ほど増えて７件ほどになっていると思いますが、合併処理浄化槽設置整備事

業はいつ頃から始まって、最終的には住民の衛生管理のために合併槽をやって

いくと思いますが、これをいつまでも続けるのか。今の段階で合併槽を実際に

整備されている方とされていない方の比率について、資料があればお答えいた

だきたいと思います。 

（出村議員 午前１０時２３分退席） 

（出村議員 午前１０時２５分入室） 

○ 議長 堀  広一 住民課長 

○ 住民課長 東出 善幸 この事業については、平成６年からやっており、

現在、浄化槽に対する補助については、２７６件行っております。また、取壊

し等もありますので、現存する浄化槽は２７０基と抑えております。それと、

予算ですが、過去の設置状況を踏まえて予算計上してきたところですが、本年

度については、５件の予算を執行後、１件は町内転居による浄化槽未設置住宅

取得、もう１件は、住宅改修による設置が見込まれたため９月定例会で補正さ

せていただきました。今回の補正に係る１１０万１,０００円については、町

外からの転入による浄化槽未設置住宅取得によるものでございます。なお、平

成２７年度の浄化槽の申請はゼロでございました。また、今後については、要

項を定めており、生活排水による公共水域の水質汚濁防止、生活環境の保全及

び公衆衛生の向上に寄与することを目的としており、下水道エリアの格差を生

じさせないために補助は続けていくと考えております。 

○ 議長 堀  広一 大釜 登議員 

○ 議員 大釜  登 今後も続けていくということで、これは必要なことな

ので進めて行きたいのですが、かなり高齢化になってきて合併槽につなぐ住民

も減っていると思います。そのような方は仕方がないですが、今後、予算を組

んで、あくまでも利用者が使うものなので仕方がないのですが、この事業が始

まって約２０年ということで、早急に設置する方は補助でやってあげるかたち

で、このあたりで町民に対する啓発活動をもう一度、やってはどうかと思いま

すが、どうですか。 

○ 議長 堀  広一 住民課長 

○ 住民課長 東出 善幸 今現在、私たちの町において単独処理浄化槽を設

置している所は、７８世帯うち下水道エリアには４１世帯あります。また、汲

取り人口については、４５１世帯うち下水道エリアには１５４世帯となってお

り、単独と汲取りを合わせると５２９世帯うち下水道エリアには１９５世帯と
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なっております。それと、今設置していない方々への周知については、今現在、

私どもの方では、トイレ等の改修については、利息については補助しておりま

すので、設置したトイレ等の元金だけを支払っていただくことになるので、単

独と汲取り世帯には、なるべく浄化槽もしくは下水道につなげていただきたい

ということを周知していきたいのですが、ほとんどが老人世帯で当然利息は私

どもで支払っても元金は支払っていかなければならないので、厳しい面もある

と思います。今言われたように、できるところについては、やっていただきた

いという周知は行っていきたいと考えているところです。 

○ 議長 堀  広一 大釜 登議員 

○ 議員 大釜  登 了解しました。 

○ 議長 堀  広一 他に質疑ございませんか。 

 

○ 議長 堀  広一 我妻 耕議員 

○ 議員 我妻  耕 議案書２５ページ、ふるさと活性化事業について聞き

そびれてしまったかもしれないので、中身を教えていただきたい。 

○ 議長 堀  広一 副町長 

○ 副町長 堀  光一 ふるさと活性化事業についてですが、本年度の申請

件数が当初見込んでいたより増加しており、それに係る増額補正でございま

す。現在６件、ふるさと活性化事業への申請がきており、その他にも聞こえ

ているのが２件ほどあるということです。ふるさと活性化事業ですが、本年

度、限度額は１件１００万円と変わりませんが、補助率が従来２分の１だっ

たものを４分の３に上げており、それに伴って申請も増加したと考えられま

す。ふるさと活性化事業補助金を活用していただき、町の活性化につながる

活動をしていただくという趣旨ですので、申請が上がってきたもの、趣旨の

沿うものについては、補助させていただくという考えで行っている事業でご

ざいます。 

○ 議長 堀  広一 我妻 耕議員 

○ 議員 我妻  耕 分かりました。もう１点、議案書３３ページ、農地費、

月形地区基幹水利施設管理事業、光熱水費から修繕料に予算の振替が行われた

ということで、どのような修繕が行われたのか、分かっているのですか。 

○ 議長 堀  広一 産業課長 

○ 産業課長 古谷 秀樹 先ほど少し説明させていただきましたが、電気料

が掛からなかった、少し過大な見積りであった、北電の電気料が減額になった

ことにより、今回、振替となったところです。本来、この事業については、総

枠が当初に決められており、減額になった電気代を何とか消化しなければなら

ないということで、先送りしていた修繕に充てさせていただくということでご
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ざいます。補修内容を申し上げますと、取水ゲートのゲート盤の補修というこ

とで、これは漏電の可能性がある経年劣化によるものでございます。電気室フ

ァンの更新ということで、これも経年劣化によるもので、電気機器の破損の可

能性があるということでございます。ろ過機のドレンバルブの更新ということ

で、これも経年劣化によるものでございます。館内のクーラー自動空気弁の更

新ということで、これも経年劣化でございます。ろ過機ポンプの排出バイパス

ポール弁の更新、固着による不動作ということで、これも経年劣化でございま

す。真空ポンプの整備、２台分ということで、これは主ポンプを満水状態でき

ない可能性があるということで、故障の状態は特にないですが、経年劣化によ

るものでございます。無線アンテナ基板の補修ですが、無線アンテナレベルが

低下し通信ができない状態になっているということで、これも経年劣化でござ

います。集合管のドレンバルブの更新ということで、固着による不動作という

ことでございます。以上、先送りにしていたものを本年度前倒しして修繕させ

ていただくということでございます。 

○ 議長 堀  広一 我妻 耕議員 

○ 議員 我妻  耕 了解しました。 

○ 議長 堀  広一 他に質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 

○ 議長 堀  広一 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 堀  広一 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４６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 堀  広一 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３番 議案第４７号 平成２８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 堀  広一 日程３番 議案第４７号 平成２８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 堀  広一 副町長 

○ 副町長 堀  光一 議案に基づき逐条的に説明する。 

補足説明 
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３ 歳出です。 １款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費１６

５万３,０００円の増額、１３節のとおりです。国民健康保険広域化準備事業、

電算システム改修業務ですが、国民健康保険の制度改革によって平成３０年度

から広域化に移行するということで、その準備としてシステム改修するもので、

全額国費での事業です。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１,４３０万円の増額、１９節のとおりです。一般被保険者療

養給付費の増額ですが、４月から９月末までの医療費の状況が当初の見込みよ

りも件数、額ともに多く、例年を上回る状況でした。それに係る予算の不足分

で、１,４３０万円増額するものです。２項 高額療養費 １目 一般被保険

者高額療養費５５０万円の増額、１９節のとおりです。先ほどの一般被保険療

養給付費と同じく４月から９月末までの医療費が予想以上に伸びたもので、そ

れに伴う増額補正とするものです。３款 後期高齢者支援金等 １項 後期高

齢者支援金等 １目 後期高齢者支援金５５７万１,０００円の減額、１９節

のとおりです。後期高齢者支援金の減額ですが、後期高齢者医療に係る社会保

険診療報酬支払基金に支払う拠出金が決定され、その決定通知を受けて減額補

正をするものです。６款 介護給付金 １項 介護給付金 １目 介護給付金

１１０万９,０００円の減額、１９節のとおりです。介護給付金についても、

納付金額決定通知を受けての減額補正です。１０款 諸支出金 １項 諸費 

２目 過年度返納金１８万３,０００円の増額、２３節のとおりです。平成２

７年度における補助事業に係る返納金、補助事業は特定健康審査補助金の関係

ですが、その返納金１８万３,０００円です。 

２ 歳入です。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９２０万３,０００円の増額、１節、２節のとおりです。歳出で説明し

た一般被保険者に係る療養給付費等負担金の増額に伴うものです。２項 国庫

補助金 ３目 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金１６５万２,００

０円の増額、１節のとおりです。歳出で説明した国民健康保険制度の広域化準

備に係る財源国費の補助金です。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３７３万５,０００の減額、１節のとおりで

す。歳出で説明したとおり、歳入でも減額させていただきます。１０款 繰越

金 １項 繰越金 １目 繰越金７８５万７,０００円の増額、１節のとおり

です。今回の補正財源として繰越金を充てさせていただくものです。なお、こ

の繰越金、今回７８５万７,０００円させていただいた後の繰越金留保額は１,

２５９万４,０００円となります。 

○ 議長 堀  広一 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 堀  広一 松田順一議員 
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○ 議員 松田 順一 議案書６５ページ、国民健康保険広域化準備事業、い

わゆる国民健康保険税の道への移管であると思いますが、これが将来どのよう

になるのか、保険税が道に移管されていくということですが、収納方等知らな

いところがあるので、これはどのようなかたちになるのか、ご説明いただきた

いと思います。 

○ 議長 堀  広一 住民課長 

○ 住民課長 東出 善幸 平成３０年４月から道が保険税の主体となります。

保険証の発行、収納事務については、我々が行うことになります。掛かった医

療費については、私どもが道へ納付金を支払って道から国保連合会を通じて支

払うことになります。なお、新聞に私どもの納付金の金額が載っており、私ど

もの町ではちなみに４５万６,０００円が標準世帯に係る保険税で、新聞に載っ

ていたものは３６万５,５００円と２０％ほど安い金額で示されておりますが、

これは第１回の仮算定で、仮算定については、本当に第１回目であって確定で

はなく、あくまでも本算定に向けて協議を行うための仮算定でありますので、

タイムスケジュール的には、来年１月に第２回の仮算定が行われます。それと、

来年７月には本算定となり１１月の私たちが予算を作る前に概算額の提示が

あると思われます。ちなみに、今言われているのは、平成２９年度の道の全体

医療費で５,３２８億円掛かるのではないかと言われており、そのうち国、道の

交付金前期高齢者交付金を差し引いた納付金の支給額については、１,７７８億

円と見込まれております。これを私どもの町であれば応能割、応益割、資産割

となっていますが、道では応能分と応益分ということで、応能分４３％、応益

分５７％と判定しており、それに対して各市町村の所得水準、医療費水準を考

慮して算定となっていくと思います。また、収納率が標準より高ければインセ

ンティブの確保として安い保険料を設定できるとなっておりますので、来年１

月の第２回の仮算定額をもってみないと私たちの町としては、先ほども言いま

した２０％ほど安い第１回の仮算定額が出ていますが、まだ、わからない状況

であります。 

○ 議長 堀  広一 松田順一議員 

○ 議員 松田 順一 了解しました。 

○ 議長 堀  広一 他に質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 

○ 議長 堀  広一 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 堀  広一 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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 お諮りいたします。議案第４７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 堀  広一 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 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午前１０時４７分休憩） 

○ 議長 堀  広一 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

                       （午前１１時００分再開） 

 

◎ 日程４番 議案第４８号 平成２８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 堀  広一 日程４番 議案第４８号 平成２８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 堀  広一 副町長 

○ 副町長 堀  光一 議案に基づき逐条的に説明する。 

補足説明 

３ 歳出です。１款 総務費 １項 総務管理費 ２目 施設管理費４０４

万５,０００円の増額、１１節のとおりです。施設管理経費の修繕料です。修

繕の内訳ですが、一つ目は、市南地区集落排水処理場の前処理施設にある現場

盤を新しく取り替えるもので、見積額５２万４,０００円です。この現場盤で

すが、現場盤内部の腐食が進んでおり、異常信号を送るなどの負荷も掛かり始

めているということで、早急な対応が必要ということでの計上です。２つ目は、

市北、北農場、赤川地区の集落排水処理に係る北農場第２中継ポンプ、北農場

団地の入口付近にありますが、そのポンプ場の制御盤の更新をさせていただき

たいということで、見積額３５２万１,０００円です。合わせて４０４万５,０

００円ですが、北農場第２中継ポンプ場の制御盤についても、制御盤の計器箱

等が腐食していますので、そのことにより制御盤の内部等に悪影響を及ぼして

いるということで、これについても不具合が生じてきていますので、早急な対

応が必要ということで計上するものです。 

  ２ 歳入です。２款 繰入金 １項 一般会計繰入金 １目 一般会計繰

入金４０４万５,０００円の増額、１節の内容のとおりです。歳出で修繕料の

財源として、先ほど一般会計補正予算で認めていただいた町からの繰出金４

０４万５,０００円を、この会計で繰入れさせていただくものです。 

○ 議長 堀  広一 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 堀  広一 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 堀  広一 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４８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 堀  広一 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５番 議案第４９号 平成２８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 堀  広一 日程５番 議案第４９号 平成２８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 堀  広一 副町長 

○ 副町長 堀  光一 議案に基づき逐条的に説明する。 

補足説明 

債務負担行為の補正で、現行の予算に債務負担行為を加えさせていただくも

のでございます。債務負担行為の内容ですが、平成２９年度に係る町立病院

での委託業務のうち、患者給食業務等、医療事務業務、検査業務が平成２９

年４月から、その業務が円滑に開始できるように人員確保等業務体制を整え

るため本年度中に業者選定等を行いたいと思っております。そのために債務

負担行為を定めさせていただくものでございます。債務負担行為の事項につ

いては、先ほどの３業務であり、期間については、患者給食業務等が平成２

８年度から平成２９年度まで、限度額１,７７２万３,０００円、医療事務業務

が平成２８年度から平成２９年度まで、限度額１,２４９万円、検査業務が平

成２８年度から平成３０年度まで、限度額２,４９２万４,０００円です。患者

給食業務等については、入院患者、出張医師、患者外の給食の提供業務、医

療事務業務については、レセプト業務、外来の窓口業務、検査業務について

は、一般特殊検査、細菌検査等の検査業務でございます。 

○ 議長 堀  広一 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 堀  広一 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 堀  広一 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４９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 堀  広一 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５０号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

○ 議長 堀  広一 日程６番 議案第５０号 職員の勤務時間、休暇等に

関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

提出者の説明を求めます。 

○ 議長 堀  広一 副町長 

○ 副町長 堀  光一 議案に基づき逐条的に説明する。 

補足説明 

改正の要旨についてです。本年８月の人事院勧告において、育児休業等に係

る子の範囲の拡大及び介護休暇の分割、介護時間の新設について勧告がなされ

ております。本町においても従前からの例にならって人事院勧告に準拠した当

条例の改正をさせていただきたいというものでございます。改正条項の主なも

のについてご説明申し上げます。９１ページ、改正条例第１条では、条例第８

条の３第１項に規定する育児休業等の対象となる子の範囲を拡大するもので、

特別養子縁組の監護中の子及び養子縁組里親に委託されている子等を追加す

るものでございます。９２ページ、条例第１５条第１項において、一の要介護

状態ごとに３回を超えず、かつ、通算して６月を超えない範囲で介護休暇を分

割取得できるよう改正するものでございます。条例第１５条の２として、介護

のため勤務しないことが相当であると認められる場合、連続する３年以下１日

につき２時間以下で勤務しないことができる規定を新設させていただくもの

でございます。９３ページ、改正条例の附則第１項ですが、これは、施行日を

定めたもので、改正条例第１条の規定については、平成２９年１月１日から、

改正条例第２条の規定については、平成２９年４月１日から施行するものでご

ざいます。 

○ 議長 堀  広一 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 堀  広一 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 堀  広一 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 堀  広一 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５１号 月形町税条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて 

○ 議長 堀  広一 日程 7番 議案第５１号 月形町税条例等の一部を改

正する条例の制定についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

○ 議長 堀  広一 副町長 

○ 副町長 堀  光一 議案に基づき逐条的に説明する。 

  補足説明 

 改正の要旨についてです。地方税法等の一部を改正する法律等が、本年３

月３１日に公布され、それに伴い月形町の税条例についても専決処分により改

正し、本年第２回議会定例会においてご報告し承認をいただいているところで

あります。今回の改正は、専決による主項分以外の部分の改正をさせていただ

くもので、所得税法等の一部を改正する法律等の公布施行に伴い、月形町税条

例について必要な改正を行うものでございます。改正条項の主なものについて

ご説明申し上げます。９５ページ、改正条例第１条では、条例第１９条につい

て納期限後に納付し又は納入する税金に係る延滞金に関して計算方法等に係

る所要の改正をさせていただくものでございます。条例第４３条ですが、普通

徴収に係る個人の町民税の賦課後の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の

徴収に関して計算方法と所要の改正をさせていただくものでございます。条例

第４８条ですが、法人の町民税の申告納付に関して計算方法等に係る所要の改

正をさせていただくものでございます。９７ページ、条例第５０条については、

法人の町民税に係る不足税額の納付の手続きに関して計算方法等に係る所要

の改正をさせていただくものでございます。９８ページ、附則第６条では、特

定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例に関して所要の

改正、９９ページ、条例第２０条の２については、特例適用利子等及び特例適

用配当等に係る個人の町民税の課税の特例に関して所要の改正をさせていた

だくものでございます。１０３ページ、改正条例第２条では、条例第１９条の

改正に伴い月形町税条例の一部を改正する条例附則第６条町たばこ税に関す

る経過措置についてですが、所要の改正をさせていただくものでございます。
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改正条例の附則第１条ですが、これは、施行日を定めたもので、平成２９年１

月１日から施行するものですが、第１条中の月形町税条例附則第６条の改正規

定及び次条第２項の規定は、平成３０年１月１日から施行するものでございま

す。 

○ 議長 堀  広一 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 堀  広一 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 堀  広一 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 堀  広一 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５２号 月形町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の制定について 

○ 議長 堀  広一 日程 8番 議案第５２号 月形町国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

○ 議長 堀  広一 副町長 

○ 副町長 堀  光一 議案に基づき逐条的に説明する。 

  補足説明 

 改正の要旨についてです。所得税法等の一部を改正する法律が、本年３月

３１日に公布されております。これに伴って国民健康保険税の算定方法等に係

る所要の改正をさせていただくものでございます。改正条項の主なものについ

てご説明申し上げます。１０５ページ、附則第１１項として町民税で分離課税

される特例適用利子等について、１０６ページ、附則第１２項として特例適用

配当等の額について、それぞれ国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定

に用いる総所得金額に含める規定を新設させていただくものでございます。改

正条例の附則第１条は、施行日を定めたもので、平成２９年１月１日から施行

するものでございます。 

○ 議長 堀  広一 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 堀  広一 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 堀  広一 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 堀  広一 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 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午前１１時２０分休憩） 

○ 議長 堀  広一 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） 

 

◎ 日程９番 同意案第３号 月形町固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いて 

○ 議長 堀  広一 日程９番 同意案第３号 月形町固定資産評価審査委

員会委員の選任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 堀  広一 町長 

○ 町長 上坂 隆一 同意案第３号 月形町固定資産評価審査委員会委員の

選任について、月形町固定資産評価審査委員会委員のうち、香西博之氏が平

成２９年３月４日をもって任期満了となりますので、引き続き、同氏を選任

いたしたく、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規

定によって、本議会の同意をお願いするものであります。 

  香西氏は現在、樺戸郡月形町字本町通り７８番地の２にお住まいで、昭和

２３年１１月９日生まれの６８歳であります。香西氏は、平成１７年より固

定資産評価審査委員会委員を４期１１年間務められており、識見、人格とも

に豊かな方であり、再任には適任者であると考えております。なお、任期に

ついては、平成２９年３月５日から平成３２年３月４日までの３年間であり

ます。以上、ご提案申し上げますので、宜しくご審議くださいますよう、お

願いいたします。 

○ 議長 堀  広一 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 堀  広一 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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 お諮りいたします。同意案第３号は、この際討論を省略し、原案のとおり

同意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 堀  広一 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

同意することに決定いたしました。 

 

◎ 日程１０番 諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに

について 

○ 議長 堀  広一 日程１０番 諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき

意見を求めること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 堀  広一 町長 

○ 町長 上坂 隆一 諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求める

ことについて、私、上坂隆一が本年１０月３１日をもって人権擁護委員を辞

任いたしました。このたび尾崎美世子氏を人権擁護委員として法務大臣へ推

薦したいから、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項

の規定によって、同氏の推薦を本議会の意見をお伺いするものであります。 

  尾崎氏は現在、樺戸郡月形町１０２７番地２２にお住まいで、昭和４４年

４月１１日生まれの４７歳であります。尾崎氏は、月形町社会福祉協議会の

職員として社会福祉活動の推進に当たられており、人権擁護活動に対しても

深い理解があり、これまでに培った経験知識を生かした活発な活動が期待さ

れることから、人権擁護委員には適任者であると考えております。なお、任

期については、平成２９年４月１日から平成３２年３月３０日までの３年間

であります。以上、ご提案申し上げますので、宜しくご審議くださいますよ

う、お願いいたします。 

○ 議長 堀  広一 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 堀  広一 笹木英二議員 

○ 議員 笹木 英二 議案の最後に議会の意見を求めるとなっていますので、

議員の皆さんは人権擁護委員をきちんと把握しているのか、私自身も知識的に

不足していますので、伺ってみたいと思います。月形町には何年も前から人権

擁護委員がいますが、女性起用ということは非常に喜ばしいことであると思っ

ています。しかし、今までの人権擁護委員の方々の経歴等を見ると、全国的に

も大体は学校の校長先生の退職者あるいは公務員の退職者、お医者さん、農業

従事者等もいるそうです。その中で、人生経験豊富な方々がやっているように

思われます。そこで、今回、尾崎さんについては、今、町長から説明があった
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ように、私も最近老人クラブ等の関係でよく社会福祉協議会へ行くことがあり、

対応されていて尾崎さんのこともよく見ているわけですが、非常にいい方であ

るので立派に務められると思っていますが、いかんせん、少し若いのかなと思

います。独身でもあるということで、子育ての経験等については少し心配をす

るところですが、人権擁護委員はどのような仕事をやっているのか知らない方

が多いと思います。上坂町長は今まで何年間か務められ現場にいたわけですの

で伺いたいのですが、一体どのようなことをやっているのか。月に何回なのか、

年に何回なのか、それもよく分かりませんので、どのような仕事で、どこでど

のような活動をしなければならないのか、伺いたい。今、現在、月形は人権擁

護委員３名ということで、調べて見ると日本全国約１４０００人の人権擁護委

員がいるらしいです。各町に数人、大きな町ではたくさんいると思いますが、

月形の場合、今までどのようなことをやってきたのか。それと、少し若いとい

うことの心配、社会福祉協議会の職員でもあるし、非常に忙しいと思っている

ので、これと両立することは大丈夫なのか、それについて分かれば説明願いた

いと思います。 

○ 議長 堀  広一 町長 

○ 町長 上坂 隆一 私が人権擁護委員になったのは５２歳のときであり、

議会の推薦を受けて人権擁護委員に法務大臣から委嘱を受けて、ついこの間ま

で務めてまいりました。法務省からの人権擁護委員の推薦にあたって具体的な

町へこのような人を推薦云々については、住民課長から説明させます。今、笹

木議員から質問のあった私のこれまでの経験の中で、月形町は、札幌法務局岩

見沢支局の管轄区域が岩見沢市、三笠市、美唄市、夕張市、夕張郡長沼町、由

仁町、栗山町、空知郡南幌町、樺戸郡月形町の協議会の一員であり、基本的に

は年１回の総会、協議会の研修が基本的な会議の出席等を求められていること

で、その他、月形町内で人権相談等があれば、それについて３人の人権擁護委

員の中で相談して受け持つことになっていますが、私がこれまでの経験では人

権特別総合相談所の開設が年に１回ですが、近年は人権相談に該当する人権擁

護委員が担当するものはゼロ件であります。美唄市や夕張市では、人権擁護委

員１人当たり月１件程度、子どものいじめや家庭内暴力等の相談を受けている

と聞いていますが、月形町ではこれまでの私の経験では、隣との境界の除雪に

関する苦情について２年間一人から年２回ほど相談の申出がありましたが、そ

れ以降については、一度も経験しておりません。そんなことから、私のこれま

での経験から日常の社会福祉協議会の業務に重大な影響を及ぼすことは考え

られないのではないかと思っております。法務省から現在、人権擁護委員とし

てこのような方を推薦してほしいという要請については、住民課長より答弁さ

せます。 
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○ 議長 堀  広一 住民課長 

○ 住民課長 東出 善幸 ただ今、町長が言われたことですが、今回の尾崎

美世子氏の推薦については、札幌法務局の人権擁護部から通知が入っており、

その中で人権擁護委員の推薦をするにあたって女性委員数の拡大、若年齢化の

推進ということが入っておりますので、町長と相談して尾崎美世子氏を推薦さ

せていただいたところでございます。また、住民課管轄で月１回、無料法律相

談を行っていますが、これについては、札幌弁護士会から弁護士にお越しいた

だき相談しているところですが、これについてもほとんど相談がない状況でご

ざいます。 

○ 議長 堀  広一 笹木英二議員 

○ 議員 笹木 英二 今、町長と担当課長から細かく答弁いただき、よくわ

かりましたので、尾崎氏の仕事にはほとんど差し支えないと感じましたので、

詳しく説明いただき、ありがとうございました。 

○ 議長 堀  広一 他に質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 

○ 議長 堀  広一 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 

 お諮りいたします。諮問第２号は、この際討論を省略し、適任としたいと

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 堀  広一 ご異議なしと認めます。よって諮問第２号は、適任と

する意見で答申することに決定いたしました。 

 

◎ 日程１１番 意見案第２号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求め

る要望意見書の提出について、日程１２番 意見案第３号 大雨災害に関する

要望意見書の提出について、日程１３番 意見案第４号 ＪＲ北海道への経営

支援を求める要望意見書の提出について 

○ 議長 堀  広一 日程１１番 意見案第２号 地方議会議員の厚生年金

制度への加入を求める要望意見書の提出について、日程１２番 意見案第３

号 大雨災害に関する要望意見書の提出について、日程１３番 意見案第４

号 ＪＲ北海道への経営支援を求め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 堀  広一 金子廣司議員 

○ 議員 金子 廣司 意見案に基づき、提案理由を説明する。 

  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２号 地方議会議員

の厚生年金制度への加入を求める要望意見書の提出について、意見案第３号 
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大雨災害に関する要望意見書の提出について、意見案第４号 ＪＲ北海道へ

の経営支援を求め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だきます。 

  なお、この意見案の賛成者として月形町議会議員 楠 順一議員、同じく

我妻 耕議員の両名のご賛同を得ておりますので、申し添えておきます。 

  意見案第２号、意見案第３号、意見案第４号について、提案理由を説明す

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２号、

意見案第３号、意見案第４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 堀  広一 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 堀  広一 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 堀  広一 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２号、意見案第３号、意見案第４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 堀  広一 ご異議なしと認めます。よって意見案第２号、意見案

第３号、意見案第４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１４番 会議案第４号 議員派遣について 

○ 議長 堀  広一 日程１４番 会議案第４号 議員派遣についてを議題

といたします。 

  お諮りいたします。議員派遣については、会議規則第１２９条の規定によ

り、お手元に配布のとおり決定したいと思います。これにご異議ございません

か。（「異議なし」の声あり） 

○ 議長 堀  広一 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

決定いたしました。 

 

○ 議長 堀  広一 以上で本定例会に付議された議案の審議は全て終了い

たしました。会議を閉じます。平成２８年第４回月形町議会定例会を閉会い

たします。                 （午後 １時５１分閉会） 

 


