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会議に付した事件は次のとおりである。 

 議案第４７号 平成２９年度月形町一般会計補正予算（第６号） 

 議案第４８号 平成２９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４９号 平成２９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５０号 平成２９年度国民健康保険月形町立病院事業会計補正予算

（第１号） 

 議案第５１号 月形町地域公共交通活性化協議会設置条例の制定について 

 議案第５２号 月形町ふるさと納税基金条例の制定について 

 議案第５３号 職員の育児休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５４号 常勤特別職の職員の給与及び旅費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５５号 職員の給与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５６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５７号 公の施設に係る指定管理者の指定について【月ヶ岡農村公園】 

 発議第１号 月形町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 同意案第１２号 月形町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 意見案第４号 平成２９年度以降「産地交付金」の満額交付などを求める要

望意見書の提出について 

 

 （多田農業委員会会長から所用のため欠席の旨の報告あり） 

○ 議長 堀  広一 ただ今の出席議員は９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。 

  １２月５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 

楠   順 一 議員 
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の両名を指名いたします。 

 

◎ 日程２番 議案第５１号 月形町地域公共交通活性化協議会設置条例の制

定について 

○ 議長 堀  広一 日程２番 議案第５１号 月形町地域公共交通活性化

協議会設置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 

  制定の要旨です。月形町における公共交通体系の現状を見ますと、町内の

公共交通体系が整っていて充実している状況ではございません。高齢者等交

通弱者と言われる方々の移動手段の確保など以前から課題もあり解消されて

いない状況が続いています。また、ＪＲ札沼線の北海道医療大学から新十津

川間にあっては、ＪＲ北海道単独では維持困難な線区としております。そし

て、ＪＲ札沼線の維持・存続の行方については、残念ながら今のところ不透

明な状況にあります。このような状況から町内の公共交通の整備をはじめ町

外への新たな交通体系の整備を考慮しまして、月形町にとって望ましい公共

交通体系をなるべく早い段階に構築しなければならないと考えております。

このため、月形町にとって望ましい公共交通網体系として地域公共交通の活

性化及び再生に関する法律に基づく公共交通網のマスタープランである地域

公共交通網形成計画を策定したいと考えているところです。この地域公共交

通網形成計画については、平成３０年度中に策定したいと考えており、計画

の策定などに向けた協議を行う場として法に基づく月形町地域公共交通活性

化協議会を本年度中に設置したいと考えており、その設置条例についてお諮

りするものです。条例の本文、要点ですが、第１条では、協議会の設置につ

いて規定しており、地域公共交通網形成計画の策定及び実施に関する協議等

を行うために月形町地域公共交通活性化協議会を設置することをうたってい

ます。第３条では、協議会の所掌事務の規定をさせていただき、第４条第１

項では協議会の委員を３０人以内として、第２項では委員の構成を１２８ペ

ージの上段にかけて規定しています。１２９ページ、附則第１項において、

この条例は、公布の日から施行するとさせていただき、第２項において、こ

の協議会委員の報酬について規定させていただきます。以上で説明を終わり

ます。宜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。 
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○ 議長 堀  広一 松田順一議員。 

○ 議員 松田 順一 地域公共交通活性化協議会の設置について、北海道で

は１割ぐらいしかないと言われていますが、空知管内では、何カ所ぐらいある

のか、お聞きしたいと思います。 

○ 議長 堀  広一 副町長。 

○ 副町長 堀  光一 今、知り得ている範囲で空知総合振興局管内では、

岩見沢市、美唄市、それから、現在、当別町が策定中ということで、空知管

内ではまだ他にあったかと思います。 

○ 議長 堀  広一 松田順一議員。 

○ 議員 松田 順一 これについて、国では非常に北海道が遅いということ

で、ＪＲの問題についてもこれを策定していないのに補助金だけよこせという

ことではダメな雰囲気があると聞いていますが、そのへんお話しできればお願

いします。 

○ 議長 堀  広一 副町長。 

○ 副町長 堀  光一 この計画づくりに当たっては、国の補助対象となる

計画ですが、ただし、平成２９年度から全国的にこの計画づくりを推したい

自治体が増えてきている状況でございます。現在、計画策定について要望調

書等を国へ提出しており、その状況から補助金については、対象となる事業

には上限額がありますが２分の１となっています。当然希望が多い中で公共

交通網形成計画を作るに至った要因を勘案して国では補助対象等にするのか

ということになるので、現在のところ完全に補助金を当てにできる状況では

ないですが、何とか補助金を活用して計画づくりをしていきたいと考えてい

ます。以上です。 

○ 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。 

 

○ 議長 堀  広一 楠 順一議員。 

○ 議員 楠  順一 昨日の一般質問でも町長からかなり語られていたと思

いますが、基本的なまちづくりとの関係の中で公共交通網形成計画をどのよう

に位置づけるのかが大事であると思って、町長も同じような認識であると思う

のですが、これが地域公共交通活性化協議会になりますが、それが月形の特に

ＪＲ駅前を中心としたまちづくりとこれからどのようにすり合わせていくの

か、そのへんのお考えがあればお伺いしたいと思います。 

○ 議長 堀  広一 副町長。 

○ 副町長 堀  光一 議員の言われるとおり、町の公共交通網を考えると



平成２９年 第４回定例会 ２日目 

 

 4 

き、当然まちづくりとリンクすることになります。今回の協議会のメンバーに

ついても幅広く交通事業者のみならず行政機関だけでなく町内の各団体それ

から交通網利用者その他町の関係者を入れてということで、この計画が定めら

れている法の趣旨においても、まちづくりと一体となって考えていきなさいと

うたわれているはずなので、今回の交通網とまちづくりを具体的にどのように

結び付けるのかというところまでには至っていないのですが、今、北海道に道

職員の派遣要請をしており、この交通網の計画づくりを中心として交通網に精

通している方が来られる中で道や他の機関との助言・指導を受けながらまちづ

くりとどのように関わっていくのかということを進めたいと考えております。

以上です。 

○ 議長 堀  広一 楠 順一議員。 

○ 議員 楠  順一 これに関しては、認識されていると思うので、今、す

ぐに答えが出るものではないと思いますけれども、そのことも意識して進めら

れると理解したいと思います。もう一点、公共交通は本町だけで完結するもの

ではなく、うちの町民も町内だけを移動するわけではなく他町村にも移動しま

すので、そのへん今回の検討対象に入ってくるのか、伺いたいと思います。 

○ 議長 堀  広一 副町長。 

○ 副町長 堀  光一 当然、そのへんについては、網羅していくという考

えでございます。 

○ 議長 堀  広一 楠 順一議員。 

○ 議員 楠  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、以上で質疑を終わります。 

 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、以上で討論を終わります。 

 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、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５２号 月形町ふるさと納税基金条例の制定について 

○ 議長 堀  広一 日程３番 議案第５２号 月形町ふるさと納税基金条

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。 
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補足説明 

  制定の要旨ですが、本町ではふるさと納税の受付を平成２２年度から行っ

ており、頂戴しました寄附金については、昨年度まで全て当該年度において

事業に充当して活用してきたところです。この寄附金額は、平成２７年度ま

では１００万円未満または１００万円程度でしたが、平成２８年度には７,３

００万円と一気に寄附金が増額しております。この寄附金が多額になって考

えさせられたのが、寄附金を全て単年度で使い切るのではなくより有効に寄

附金を活用できるようにしなければならない、また、そうすることがいいの

ではないかと考え、そこで、将来の大型事業にも活用できるよう寄附金を寄

附があったときに基金を設けて基金に積立てて単年度だけでなく将来に渡っ

て必要なときに必要な金額を積立て、基金から取り崩して事業に充てていく

方法が現在のところ最善ではないかと考え、そこで、そのように基金の設置

をする条例制定案を今回上程させていただいたところです。条例の本文です

が、第１条は、基金の設置、ふるさと納税による寄附金を適正に管理し、寄

附者の意向を反映した施策に活用するため、基金を設置するものです。第２

条は、積立てについて、基金に積立てる金額は、一般会計歳入歳出予算の定

める額としておりますが、この金額は寄附金からこの寄附に係る返礼品等の

必要経費を差引いた金額を基金に積立てたいと考えています。積立てる場合

は、寄附金の使い道として寄附してくださる方の希望に沿って整理をして積

立てたいと考えています。１３２ページ、第６条は、基金の処分について、

基金の処分、取り崩しについては、ここに掲げる６つの事業に充当する場合

に限り処分することができるということです。この６つの事業ですが、ふる

さと納税を申し込んでいただく際に先ほど申し上げました寄附者の希望・使

途を指定していただく事業です。そこで、この事業を選んでいただき、それ

が寄付者の意向となるものです。附則ですが、この条例は、公布の日から施

行させていただきたいというものです。以上で説明を終わります。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、以上で質疑を終わります。 

 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、以上で討論を終わります。 

 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、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４番 議案第５５号 職員の給与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４番 議案第５５号 職員の給与に関する条例の

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 

  本年８月、人事院から国家公務員の給与改定について勧告がなされており

ます。内容については、民間給与との格差０．１５％を埋るため給料表の水

準を引き上げるとともにボーナスを０．１カ月分引き上げるというものです。

本町においても、従前からの例により人事院勧告に準拠して係る条例を改正

させていただくものです。なお、現在、給与法の改正案が国会で審議中です

ので、まだ成立していませんけれども、総務省からの通知においては、本年

度においては国の給与法改正案の成立を待たずに条例改正案を議会に提出す

ることもやむを得ないということで通知が来ておりますので、今回それを受

けて本議会に提出させていただいたところです。改正の条項についてですが、

改正条例の第１条は、第１５条第２項において平成２９年度分として１２月

支給分の勤勉手当の支給率を「１００分の８５」から「１００分の９５」に、

また、再任用職員については「１００分の４０」から「１００分の４５」に

改正するものです。附則第１１項ですが、条例第１５条第２項の規定により、

職員の勤勉手当支給に当たって超えてはならない総額を算出する際の特定職

員に係る減額率を６月に支給する場合には「１００分の１．２７５」、１２月

に支給する場合には「１００分の１．４２５」に改正するものです。また、

別表が後ろに付いておりますが、別表第１、別表第３及び別表第４の行政職

それから医療職給料表については、全部改正をさせていただくものです。１

３８ページ、改正条例の第２条ですが、第１５条第２項において改正条例第

１条で改正した勤勉手当支給率を平成３０年度から改正するもので、６月支

給分「１００分の８５」、１２月支給分「１００分の９５」を、６月支給分、

１２月支給分共に「１００分の９０」に、また再任用職員については、６月

支給分「１００分の４０」、１２月支給分「１００分の４５」を、６月支給分、

１２月支給分共に「１００分の４２．５」に改正するものです。これは、平

成３０年度からの改正に適用するものです。附則として、第１条第１項は、

施行日を定めたもので、この条例は、公布の日から施行するものです。改正

条例第２条及び附則第４条及び第５条の規定については、平成３０年４月１
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日から施行するものです。第２項ですが、第１条の規定による改正後の条例

は、平成２９年４月１日から適用するということで、これにより職員の給料、

勤勉手当、時間外勤務手当については、平成２９年４月１日にさかのぼって

再計算を行って、本条例改正後に差額を支給することになります。以上で説

明を終わります。宜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、以上で質疑を終わります。 

 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、以上で討論を終わります。 

 お諮りいたします。議案第５５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、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５４号 常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

○ 議長 堀  広一 日程５番 議案第５４号 常勤特別職の職員の給与及

び旅費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 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 議案に基づき逐条的に説明する。 

補足説明 

改正条例の第１条及び第２条についてですが、先ほどご審議いただきまし

た議案第５５号と同様ですが、本年８月、人事院から国家公務員の給与改定

について勧告がなされており、従前からの例により人事院勧告に準拠して町

長、副町長及び教育長の常勤特別職の期末手当の支給率を改正させていただ

くものです。改正条例の第１条は、平成２９年度分の改正で、１２月支給分

の期末手当の支給率を「１００分の２２２．５」を「１００分の２３２．５」

に、０．１０月増とする改正させていただくものです。改正条例の第２条は、

平成３０年度からの改正で、６月に支給する期末手当支給率を「１００分の

２０７．５」を「１００分の２１２．５」に、１２月に支給する期末手当支

給率を「１００分の２２２．５」を「１００分の２２７．５」に改正するも

のです。なお、この第２条の規定は、平成３０年４月１日から施行すること

とし、附則第１項で規定しています。次に、改正条例の第３条ですが、固定
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資産税の過大な徴収の課税誤り及び町立病院における出張医師報酬に係る源

泉徴収税の多額の徴収不足が判明したことについては、もっとも重い管理監

督責任のある町長及び副町長の給料を減額させていただくご提案であります。

減額の内容は、町長及び副町長の給料月額を平成３０年１月の１カ月間１

０％減額するものであります。町に多額の損失を発生させ、さらには、町民

の皆様に対して行政の信頼を大きく損ねる結果を招いてしまったところであ

り、これまで固定資産税を過大に納めていた方、そして、源泉徴収税の徴収

不足をしてしまった出張医師の皆様には、本当にご迷惑をお掛けしました。

また、改めて町議会議員各位並びに町民の皆様に対して深くお詫び申し上げ

たいと存じます。大変、申し訳ありませんでした。以上、提案理由と内容を

説明させていただきました。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、以上で質疑を終わります。 

 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、以上で討論を終わります。 

 お諮りいたします。議案第５４号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 

○ 議長 堀  広一 ご異議なしと認め、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 発議第１号 月形町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する

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 発議第１号 月形町議会議員の議員報酬及

び費用弁償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 金子廣司議員。 

○ 議員 金子 廣司 発議第１号 月形町議会議員の議員報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例の制定について、上記議案を、別紙のと

おり地方自治法第１１２条第１項の規定により提出するものであります。平

成２９年１２月５日の提出であります。 

  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

名の賛同を得ておりますことを申し添えます。 

  発議第１号について、提案理由の説明する。 
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  以上、発議第１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 お諮りいたします。本案につきましては、この際、質

疑討論を省略し、原案のとおり可決したいと思います。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、発議第１号は、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５７号 公の施設に係る指定管理者の指定について【月

ヶ岡農村公園】 

○ 議長 堀  広一 日程７番 議案第５７号 公の施設に係る指定管理者

の指定について【月ヶ岡農村公園】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 

  この指定管理者については、本年第３回議会定例会において、施行期日は

平成３０年４月１日として原則、公園の管理は指定管理者によるものとする

条例を第３回議会定例会で議決いただいております。その後、指定管理者の

指定に向けて指定管理者の指定手続き等に関する条例に即して公募を行い、

申請を受け、そして、審査を行って指定管理者の候補者を選定して、今回、

その候補者を指定管理者に指定させていただきたく提案させていただきまし

た。公募を行ったところ、応募者は雪の聖母園の１団体でしたが、収支計画

における指定管理料については、提示した限度額上限１５０万円で、公園施

設の維持・管理についても適切な維持・管理が見込め、また、指定管理者が

行う業務として指定させていただいた月形町に関する情報発信、ＰＲについ

ても、その団体が自主的に行う事業と合わせて適切に行われると判断したも

のです。指定管理者の指定を議決いただいた後には、年明けになりますが、

仮協定それから３月には協定を締結させていただき、４月１日からの指定管

理に向ける予定でおります。以上で説明を終わります。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、以上で質疑を終わります。 

 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、以上で討論を終わります。 
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 お諮りいたします。議案第５７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、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３９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１０時５０分再開） 

 

○ 議長 堀  広一 先ほど、日程５番 議案第５４号 常勤特別職の職員

の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、町側から

の説明について、町長から訂正の申し出がありましたので、これを許します。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 先ほどの議案第５４号 常勤特別職の職員の給与及び

旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についての説明において、改

正条例の第２条について１２月に支給する期末手当支給率を「１００分の２

２２．５」を「１００分の２２７．５」に改正すると説明しましたが、期末

手当の支給率を現行「１００分の２３２．５」を「１００分の２２７．５」

と訂正させていただきます。大変、申し訳ありませんでした。 

 

◎ 日程８番 議案第４７号 平成２９年度月形町一般会計補正予算（第６号） 

○ 議長 堀  広一 日程８番 議案第４７号 平成２９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 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 ２

目 職員給与費、補正額６４０万６,０００円増額です。先ほどご審議いただ

いた議案第５４号及び議案第５５号に基づく特別職の給与、一般職給与の改定

に係る補正です。３目 企画費、補正額３,０７４万６,０００円です。これは、

ふるさと納税推進事業、日常生活機能対策事業ですが、ふるさと納税推進事業

は、先ほどご審議いただいた議案第５２号に基づく基金の積立てを主とする補

正です。ふるさと納税基金積立金２,８８８万９,０００円、平成３０年度現在

でのふるさと納税寄附金見込７,０００万円から返礼品等必要経費を差し引い

た金額です。日常生活機能対策事業についても、先ほど議案第５１号でご審議
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いただいた地域公共交通活性化協議会に係る委員の報酬及び費用弁償です。２

項 徴税費 ２目 賦課徴収費１３２万８,０００円の補正です。これは、町

税賦課徴収経費を増額するもので、これまで過大に徴収していた固定資産税の

還付金、還付加算金を含め、合わせて１７３万６,０００円ですが、そこから、

それ以外の支出見込額を足して、現行予算額を差引いた金額１３２万８,００

０円補正をさせていただくものです。３項 戸籍住民基本台帳費 １目 戸籍

住民基本台帳費１０７万円の増額です。社会保障・税番号制度システム整備に

係る補正です。３款 民生費 １項 社会福祉費 １目 社会福祉総務費、補

正額４１５万２,０００円です。内訳は、臨時福祉給付金給付事業が完了して、

その事業の精算関連による補正です。障害者総合支援事業は、平成３０年４月

施行の制度改正等に伴うシステム改修費用です。２目 老人福祉費、補正額５

９万８,０００円です。介護保険事業特別会計に今回繰出しをする補正です。

２項 児童福祉費 １目 児童福祉総務費３０万７,０００円の補正額です。

これは、説明欄のとおりで、認定こども園運営経費、備品購入費、認定こども

園の厨房にある冷蔵庫ですが、導入後かなり経っており、能率、効率が低下し

ているということで、更新したいというものです。４款 衛生費 １項 保健

衛生費 １目 保健衛生総務費、補正額１,２５３万６,０００円です。内訳で、

主なものは、病院事業会計繰出金１,２７６万２,０００円です。町立病院にお

ける出張医師の報酬に係る源泉徴収税の徴収不足分に係る税務署に納付する

金額、不納付加算税と延滞税を含めた金額ですが、その全額を一般会計が負担

して病院に繰出しするものです。２目 予防費２８万９,０００円の増額です。

内訳は、母子健康事業の妊婦健診・妊婦精密検査業務、本年度当初予定してい

た妊婦の人数が相当増えると見込んでの増額分です。３目 環境衛生費２４８

万６,０００円の減額です。火葬場及び篠津山霊園整備事業の完了等に伴う減

額です。４目 医療給付費２０３万１,０００円です。内訳は、乳幼児等医療

給付事業、重度心身障害者医療給付事業共に今後の指数を見込んで増額しなけ

ればならない予算補正です。２項 清掃費 ２目 塵芥処理費９３万５,００

０円の減額です。６款 農林水産業費 １項 農業費 ５目 農地費１２１万

８,０００円の増額です。説明欄のとおりです。２項 林業費 １目 林業振

興費２５７万６,０００円の減額です。主なものは森林整備地域活動支援事業

が当初予定の交付金の交付要件が変更されたことに伴い、事業量が減少したこ

とによる事業費の予算減額です。７款 商工費 １項 商工費 ２目 観光費

３１万１,０００円の減額です。これは、イベント実施事業、観光案内看板整

備事業共に事業完了による予算の整理補正です。３目 ふるさと公園費５５万

６,０００円の増額です。皆楽公園等管理経費の修繕料６９万６,０００円補正

させていただきます。保養センターろ過装置等の修繕に係る修繕料です。８款 



平成２９年 第４回定例会 ２日目 

 

 12 

土木費 ２項 道路橋梁費 １目 道路維持費３１４万８,０００円の減額で

す。３項 河川費 １目 河川総務費１０５万９,０００円の減額です。いず

れも事業完了に伴う事業費確定による予算整理の補正です。４項 住宅費 １

目 住宅管理費、補正額４５０万円です。内訳は、定住化促進事業の快適な住

まいづくり住宅新築報償費、補助金の増額補正です。住宅を建設するまたは中

古住宅等を取得する件数が本年度増え、または増える見込みです。それにより

新築報償費１５万円、住宅の補助金４３５万円増額させていただくものです。

９款 消防費 １項 消防費 １目 消防費４３４万２,０００円の増額です。

岩見沢地区消防事務組合が、平成２８年度と平成２９年度の２カ年で施工、建

設した新消防庁舎については、月形町が応分の負担をすることになっており、

その負担分の補正です。今回の補正の経緯ですが、新庁舎の建設については、

平成２８年度、平成２９年度の２年間で行うもので、平成２８年度の事業が当

初予定していた事業が出来高より少なく終わらざるを得なかったということ

で、道内において台風等による災害があり、そちらに業者や人員等がかりださ

れた事情もあって、庁舎建設の事業の出来高が平成２８年度は予定より少なか

ったということで、その分が平成２９年度に行って負担しなければならないの

ですが、出来高が少なくなった分は本年３月の第１回定例会で減額させていた

だきました。新たに平成２９年度回しになる分は、当町の場合、新年度予算編

成時期が終わっていたため新年度予算に計上できなかったということで、今回、

計上させていただくものですが、その計上金額については、他の消防事務組合

への負担額が減少している分がありますので、それらを差引いた４３４万２,

０００円補正させていただくものです。実際に平成２８年度から平成２９年度

回しになった本町の負担分は６０２万８,０００円でした。そこから他の負担

分の減少分を引いた４３４万２,０００円を今回補正させていただくものです。

１０款 教育費 １項 教育総務費 ３目 教育振興費、補正額３９万９,０

００円です。スクールバス運行経費の修繕料、備品購入費、スクールバス３台

にドライブレコーダーを設置する経費です。 

議案書１２ページ、２ 歳入です。１３款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 

１目 総務費国庫補助金、２目 民生費国庫補助金、５目 衛生費国庫補助金

は、社会保障・税番号制度システム整備費補助金に係る国庫補助金の増額補正

です。１４款 道支出金 ２項 道補助金 ２目 民生費道補助金、３目 衛

生費道補助金、４目 農林水産業費道補助金は、それぞれ説明欄のとおりの増

額補正と減額補正です。１６款 寄附金 １項 寄附金 ２目 総務費寄附金、

補正額２,５００万円です。ふるさと納税寄附金の補正です。先ほどご説明申

し上げました総額７,０００万円を本年度見込んでおります。１７款 繰入金 

１項 基金繰入金 ４目 公有財産整備基金繰入金５４８万４,０００円の減
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額です。歳出でご説明申し上げたそれぞれの完了事業、当初、公有財産整備基

金の一部を充てたいというものの完了した事業ついて事業費が減額になった

ので、充当する繰入金も減額するものです。１８款 繰越金 １項 繰越金 

１目 繰越金３,９５３万６,０００円の増額です。歳出補正額の特定財源を差

し引いた残りの一般財源となるものです。１９款 諸収入 ５項 雑入 ５目

雑入３０万円の減額です。これも、事業完了確定による助成金の減額です。 

議案書６ページ、第２表 債務負担行為補正です。債務負担行為の補正につ

いては、この第２表のとおり、債務負担行為として追加をさせていただくもの

です。一つ目は、月ヶ岡農村公園指定管理料です。先ほど、議案審議で議決い

ただいた公園の指定管理者に対する指定管理料、施設清掃、施設管理に係る人

件費、光熱水費、浄化槽保守点検業務等の経費ですが、これを追加させていた

だきたいと思います。指定管理期間は平成３０年度から平成３２年度までの３

年間で、平成２９年度は、その準備に当たるということです。なお、限度額は

３年間で４５０万円、年間１５０万円です。二つ目は、一般廃棄物収集運搬処

理及び月形町衛生センター維持管理業務です。平成３０年度から平成３２年度

までの３年間の継続業務とするもので、平成２９年度は業務発注等の準備に当

たります。なお、限度額は３年間で１億４,９６２万８,０００円、年間４,９８

７万６,０００円です。この業務については、一般廃棄物の収集運搬処理が広

域となった平成２７年度に３カ年の継続業務として業者委託しているもので

す。平成２７年度からこれまで約２年半の業務実績等を踏まえて、より効率的

な業務遂行が可能であると判断してこれまでより業務経費を削減した設計を

行ったところです。以上で説明を終わります。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 暫時休憩いたします。   （午前１１時１２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１３分再開） 

 

○ 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。 

○ 議員 松田 順一 債務負担行為補正の追加ということで、月ヶ岡農村公

園指定管理料について、期間が平成２９年度から平成３２年度までで、実質、

平成２９年度は準備期間という説明がありました。そして、限度額が３年間で

４５０万円、年間１５０万円ということで、これは平成２９年度から平成３０

年度まで１５０万円と考えていいのか。 
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○ 議長 堀  広一 副町長。 

○ 副町長 堀  光一 期間については、平成２９年度から平成３２年度ま

でで、実質、指定管理が始まるのは平成３０年度から平成３２年度の３年間

です。平成２９年度において月ヶ岡農村公園指定管理料は、指定管理協定の

行為がありますので、その期間を含みます。それから、一般廃棄物収集運搬

処理及び月形町衛生センター維持管理業務についても、平成２９年度中に入

札行為等を行って契約行為を結ぶことを含めた期間です。実質、業務が始ま

るのはそれぞれ平成３０年度から平成３２年度までの３年間です。 

○ 議長 堀  広一 松田順一議員。 

○ 議員 松田 順一 今の説明で分かりました。 

○ 議長 堀  広一 他に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 今、松田議員からも質問のあった月ヶ岡農村公園指定

管理料について伺いたいと思います。これについては、本年３月定例会である

程度の説明があって、ＩＰなど広告で募集されていたことは知っていましたが、

募集してもやる人がいるのか心配していましたが、１団体が申し込まれたとい

うことで先ほど議案第５７号が認定されたわけでありますが、地域的なことも

考えると雪の聖母園なら何かあっても来るには近いのでいいと思います。そこ

で、今、質問があったとおり年間１５０万円と決められているという説明があ

ったのですが、この内容について計算されたと思いますが、素人勘定で考えて

みるといくら小さな施設でも先の定例会においてほとんど休みなしで人がい

て一年中対応するような説明をしていたので、この１５０万円で間に合うのか

と思いますが、どんな管理体制でどんなかたちで計算されて年間１５０万円に

決められたのか。おそらく、しっかり計算された金額であると思いますが、４

月から始まるので時間的に朝何時から夕方何時ぐらいまで人がいるのか。先日

聞いたときには、夜間に人はいないと伺っております。それと、ある程度の軽

食もと言われていたと思いますが、今現在、見ると、厨房施設というものでは

ないので、あれで人の口へ入るものを作って提供することになると、備品等か

なりお金も掛かってくると思いますが、それはどうなっているのか。イベント

等も雪の聖母園の管理者の下でやるので差し支えないことも言われていまし

た。それから、今までやっていた野菜の直売等は今後どうなるのか。そのへん

１５０万円の根拠についてどのようなかたちで１５０万円をはじき出された

のか、説明していただきたいと思います。 

○ 議長 堀  広一 副町長。 

○ 副町長 堀  光一 まず、１５０万円の根拠ですが、当然、人件費それ
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から消耗品類、燃料光熱水費、設備点検料等です。人件費ですが、清掃業務３

１万円、管理業務３９万円です。この管理体制ですが、雪の聖母園の施設従業

者と利用者が清掃等の管理に当たるということで、人数は大丈夫な範囲になっ

ていますが、そこで示されている単価がかなり低くて、人件費が一般的に見て

も低く抑えられていると思います。その他に消耗品３万円、燃料光熱水費２７

万７,０００円、その他管理費として浄化槽保守点検・清掃等２０万円、維持

管理していくための小破修繕３０万円、合わせて１５０万円です。それと、実

施事業として行うということで、計画申請が上がっている喫茶については、設

備的にも議員の言われるように本当に軽食で、予定ではコーヒー、軽食という

ことで上がってきていますので、設備が大きく必要な物はできないというかた

ちになります。それと、以前、あそこの施設でやっていた野菜直売等について

は、夏場になると思いますが、近隣農家や福祉施設の協力をいただき、回数に

幅がありますが月４回から８回程度、多い時は週２回程度やりたいということ

です。先ほどの喫茶についても、毎日ではなく月４回から８回程度喫茶サービ

スしたいという計画で申請されております。以上です。 

○ 議長 堀  広一 笹木英二議員。 

○ 議員 笹木 英二 ただ今、色々説明いただきましたが、詳しいことがた

くさんあってつかみきれていないけれども、清掃業務３１万円ということで１

日、１,０００円にもならない感じなので、いくら精神的に弱い方たちが来てや

るにしても、２人ぐらいでやると思うけれども、清掃は毎日何回かやらなけれ

ばならないし、それにしてはちょっと１日、１,０００円にもならない清掃費で

大丈夫なのかと思うのですが、そのへんはどうですか。 

○ 議長 堀  広一 総務課長。 

○ 総務課長 平田 京子 雪の聖母園の事業所については、就労継続支援Ｂ

型事業所になり、計画書でも清掃業務について１時間当たり４２５円、２名体

制で行うということで、上がってきております。職員については、本体から来

るということで、支出には盛り込まれていませんが、そのような計算で上がっ

てきております。 

○ 議長 堀  広一 笹木英二議員。 

○ 議員 笹木 英二 町側で計算したのではなく、向うで計算して出された

ということで間違いないと思いますが、素人勘定でも少し安すぎるのかなと思

います。それと、軽食も出すということで、月に１日出しても１年間の用意を

しなければならないので、それは雪の聖母園で経費を持つということであると

思うのですが、私も飲食店をやってある程度分かるのですが、飲み物を提供す

るということは、保健所など非常に厳しいし夏の暑いときにはアイスクリーム

等も売る状況になるかもしれませんから手間とお金が掛かります。それは分か



平成２９年 第４回定例会 ２日目 

 

 16 

っていると思いますが、１年間１５０万円で清掃から何までやるということで、

コーヒー等はある程度売り上げもあると思いますが、後で補正をやらないよう

しっかり検討してやっていただきたいと思います。先ほど、松田議員から質問

があったのですが、ちょっと聞き取れなったので、本年３月３１日までの年度

内はどのよう管理方法になるのか、もう一度、お願いします。 

○ 議長 堀  広一 総務課長。 

○ 総務課長 平田 京子 平成２９年度については、これまでの管理方法で

それぞれ清掃、除雪業務など管理を行っておりますので、変わりありません。

平成３０年度からの指定管理ということでご理解いただきたいと思います。 

○ 議長 堀  広一 笹木英二議員。 

○ 議員 笹木 英二 最後になりますが、そうすると、トイレ等は今でも使

えるということですね。分かりました。 

○ 議長 堀  広一 他に質疑ございませんか。 

 

○ 議長 堀  広一 大釜 登議員。 

○ 議員 大釜  登 債務負担行為補正について伺いますが、二つ目の一般

廃棄物収集運搬処理及び月形町衛生センター維持管理業務ということで、限度

額が平成２７年度が１億８,０００万円、今回、約１億５,０００万円と３,００

０万円程減額になっていますが、この内容について説明をお願いします。 

○ 議長 堀  広一 住民課長。 

○ 住民課長 東出 善幸 お答えさせていただきます。平成２７年度の予算

については、常勤９名、非常勤９名で積算していました。今回の積算について

は、２年半の実績、この実績というのは、業務日報、収集衛生センターでの業

務状況、これについては、実際にパッカー車に同行して状況を見ていますし、

衛生センターについても逐次状況を見ております。そして、業者からの聞き取

り、これらを勘案して常勤９名で可能ということで積算しております。この減

の理由については、ごみの量が減り１台当たりのパッカー車の収集距離が延び

ており、もう１台のパッカー車が稼働しなくてもよい日が増えたということで、

それに伴って運転手及び助手の人員を減らすことができます。ただし、収集時

間は延びますが、勤務時間内で十分対応可能であるということで、積算してお

ります。 

○ 議長 堀  広一 大釜 登議員。 

○ 議員 大釜  登 今の説明では、常勤９名体制でこの金額で可能である

ということで、よろしいですか。 

○ 議長 堀  広一 住民課長。 

○ 住民課長 東出 善幸 今回の積算は、あくまでも常勤９名と考えており
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ます。当初予算時、先ほど言いましたが、常勤９名、非常勤９名でしたが、今

現在は、全て常勤が勤務しているということで、夏場１４名、冬場１６名で稼

働しているところです。 

○ 議長 堀  広一 大釜 登議員。 

○ 議員 大釜  登 これはほとんど人件費だから、人が減ったから金額も

かなり抑えられたということで、今までの実態を見て下げたと思いますが、単

純に考えると下がるということは給料が下がるというイメージがあったので、

そうではなくて人を減らして常勤で衛生センターを管理できるということで、

この数字を出したということですね。 

○ 議長 堀  広一 住民課長。 

○ 住民課長 東出 善幸 その通りです。今回は、人数と公表されている道

の単価を使用して積算しております。 

○ 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 金子廣司議員。 

○ 議員 金子 廣司 今、大釜議員の質問と関連するのですが、確認します

が、今現在、夏場１４名、冬場１６名が稼働人数と聞いたけれども、これが、

次年度から常勤９名でやれる、当初、非常勤で見ていたものが必要ないという

説明であると思うけれども、では、常勤９名できちんとやれる体制に見直した

とき、先ほど言われたパッカー車２台が１台でいいと説明していたけれども、

本当にこれで３年間ちゃんとクリアできる根拠はどこにあるのか。 

○ 議長 堀  広一 住民課長。 

○ 住民課長 東出 善幸 先ほども申し上げましたが、私どもは業務日報、

実際にパッカー車に同行して稼働している状況またはパッカー車がないとき

実際はどうなっているのかという確認、衛生センターでの受付、処理状況等も

見ております。合わせて、現業者から協議して「これでやれる。」と確認して

おります。 

○ 議長 堀  広一 金子廣司議員。 

○ 議員 金子 廣司 現業者から確認していると言ったけれども、だから千

円単位で積算したということか。これは債務負担行為を我々に求めて審議する

わけだから、普通は万円単位の負担行為を求めるはず、でも、これを割り返す

と千円単位で数字を上げているので、普通こういうことはあり得ない。別に疑

うということではなく一般的にそう考えられるから言うのですが、この業者が

また随契でやるのかという疑いが持たれることで、今の説明だったらこれをや
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ることによって入札のことを考えたと思うのですが、そんな時にここまでシビ

アな数字が出てくるかということ。先ほど現業者に聞いてやれると判断したと

いうけれども、もしこれが入札になったら自ずとこの数字ではなく、まだ落ち

てくるはず。道単を使って積算したと胸を張って言っているのだから人件費の

適正なものがちゃんと現場に行けばいいけれど、大いにして行かないことが起

きてくるのが今の実社会、その中にあって、先ほど「やれるのか。」と、念を押

したのはそこですが、９名体制でやれますと言い切っているけれども、当初非

常勤９名をみていたけれど今は夏場１４名、冬場１６名使っていると説明して

いるのに、次年度から９名でやれますという説明としての根拠が乏しい。簡単

に言うと、こんなに人数を減らして９名でやれるというのは素人考えとしか感

じられない。今現在も９名でやっているというなら分からないわけでもないけ

れど、今現在、この人数でやっていると説明するなら次年度から９名でやれま

すということは成立しない。そのへんもう少し分かるように説明してほしい。 

○ 議長 堀  広一 住民課長。 

○ 住民課長 東出 善幸 今、金子議員の言われるとおり、平成２７年度予

算については、確かに消費税込で１０万円単位の積算しております。今回、千

円単位ということで、私たちの積算がこのようになってしまったということで、

業者とは金額の打ち合わせは一切しておりません。あくまでも人数と業務量と

いうことでやっております。これも先ほど申し上げましたとおり、本当にでき

るのかということについては、現状を把握して平成３０年度の業務量は、確か

に一人当たりの業務量は増えると思いますが、これも時間内で終わるというこ

とについては、現状を見て判断していますし、その部分を含めても業者との協

議となっておりますので、この人数でやれると確信しております。 

○ 議長 堀  広一 金子廣司議員。 

○ 議員 金子 廣司 業者に確認していると発言してしまったら、これは、

この業者継続でいくと言っていることと同じになる。あなたが自分たちの部署

でやれると言い切ってくれるなら、何も言わないけれども、この体制でやれる

と現業者に確認しています。尚且つ、再答弁で「確認しています。」と言われた

ら、この業者ありきになってしまう。今、あなたは説明が違うと言うかもしれ

ないけれど、そう取れる。だから、業者がやれるというのではなくあなたがや

れると明確に言うなら「やれるのか。３年間様子を見るか。」と思うけれども、

今の説明だったら、そうはならない。やっぱり、悪いけれどちょっと疑問を持

たされる説明になっている。実際に今、これだけの人数でやって業務量が増え

て忙しくなると言ったけれども、裏を返したら現場に負担を掛けると言ってい

ることになる。やれるというけれども、例えば１６名中５名減ったら５名分の

負担がこの９名にしわ寄せがいくということを言っている。５名分の給与をこ
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の９名に負担を掛けたらどんなことになる。私が言いたいのは、そういうきつ

い積算をしたのかということで、違うでしょ。仕事というのは、常に１００あ

るものなら普通７割から８割でみるので、常に余裕をみていないと何かあった

ときの対応ができない。こういうキツキツの数字を下げてきて、下げたら執行

者は喜ぶけれど、こうゆうやり方だったら議会としてこれが適正か、疑問に思

ったときは賛同できない。何回も言うけれど「業者に確認しました。」と言われ

たら、違うと言っても、その業者がやると言っていると同じことになる。これ

を、町長はどのように捉えるか。 

○ 議長 堀  広一 住民課長。 

○ 住民課長 東出 善幸 私の言い方がまずかったと思いますが、あくまで

も先ほど言いましたが、私たちは現場を確認して積算しているということです

が、ただ、業者にも私たちが確認して積算したものを人数的なものですが、補

完的に確認したということです。 

○ 議長 堀  広一 ４回目ですが、まとめてください。金子廣司議員。 

○ 議員 金子 廣司 補完の意味で確認したと思うけれども、そういう答弁

をされると、やっぱりおかしくなってしまう。この人数でやっているものが、

９名体制でやれる仕事量が増えるということは、それだけ無理が掛かるという

ことで、これが１年だったらやってみるか、だめだったら考えて上げればいい

ということになるけれども、３年で組んでしまうのだから、一度それでやって

しまったらそのしわ寄せが全部現場の人に行くということになる。悪いけれど、

あなた方は発注して委託しているから関係がない。大いにして役場職員はそう

いう感じで、預けたから私たちは口が出せませんと。普通、民間ではあり得な

いことで、それが行政の良いところか悪いところか知らないけれど、長年見て

いていつも疑問に思うところ。今回、この数字だったらこれだけ下げて９名だ

から人数分を下げたから金額は妥当ですと言っているかもしれないけれども、

今の説明だったらちょっと無理があると思うので、もう少し、再考する必要が

あると感じますけれども、課長の答弁はもういいので、町長に確認したいので

すが、今の説明と私の聞いていることで、町長はどのように感じるのか、町長

の見解をお願いします。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 関連することが、前回の議会で私から答弁させていた

だきましたが、入札、地元商業の振興、そして、町民の税金を投入してやる業

務ですから、働く人もその業務が適正に行われるように入札等も含めて適正に

やることを考えております。金額の詳細について、千円単位云々まで十分に行

き届いていなかったことは、大変、申し訳ないと思っていますが、新年度に向

けて適正にやらせていただきたいと思っております。 
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○ 議長 堀  広一 金子廣司議員。 

○ 議員 金子 廣司 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 平田文義議員。 

○ 議員 平田 文義 ちょっと的が外れるかもしれないけれども、２、３点

お伺いしたいと思います。１点目は、排水機場の管理について、あそこは石建

の管轄になると思うけれども、どのような管理方法でやっているのか。 

 

○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午前１１時４３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４６分再開） 

 

○ 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、以上で質疑を終わります。 

 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、以上で討論を終わります。 

 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、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。 

                        （午後 １時３０分再開） 

 

◎ 日程９番 議案第４８号 平成２９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 堀  広一 日程９番 議案第４８号 平成２９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 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６８ページ、３ 歳出です。１款 総務費 １項 総務管理費 １

目 一般管理費、補正額２０１万２,０００円です。国民健康保険広域化準備
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事業に係る電算システム改修業務が主な補正です。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の補正額はありません。前期高齢

者交付金の交付決定に基づいて財源振替をさせていただくものです。２項 

高額療養費 １目 一般被保険者高額療養費６６８万１,０００円の増額です。

医療費の推計額の変更による増額補正です。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１９２万２,０００円の減

額です。これは、納付額の決定に基づく減額補正です。６款 介護給付金 １

項 介護給付金 １目 介護給付金、補正額８万８,０００円です。これも、

納付額の決定に基づく増額補正です。１０款 諸支出金 １項 諸費 ２目 

過年度返納金、補正額１１１万７,０００円です。これは、実績を勘案しての

返還見込額を精査したことによる増額補正です。 

  議案書５６ページ、２ 歳入です。３款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 

１目 財政調整交付金、補正額８８万５,０００円です。２目 国民健康保険

制度関係業務準備事業費補助金、補正額３２万４,０００円です。これは、両

方共、国保事業の広域化に係るシステム構築経費として増額するものです。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

１,１７４万３,０００円の減額です。先ほど歳出でご説明申し上げました財源

振替に係る交付金の減額です。６款 道支出金 ２項 道補助金 １目 財政

調整交付金、補正額１０７万円です。国保事業広域化に係るシステム構築経費

として交付金の増額分です。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、補正額１,４３４万８,０００円です。歳出で増額補正

した一般被保険者高額療養費分に係る交付金の増額です。９款 繰入金 １項 

他会計繰入金 １目 一般会計繰入金２２万６,０００円の減額です。事業費

の精査による一般会計からの繰入金の減額です。１０款 繰越金 １項 繰越

金 １目 繰越金３４３万５,０００円の増額です。歳出総額から特定財源を

引いた残りについて繰越金を充当させていただきます。以上で説明を終わりま

す。宜しくご審議の程お願いいたします。 

○ 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、以上で質疑を終わります。 

 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、以上で討論を終わります。 

 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、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１０番 議案第４９号 平成２９年度月形町介護保険事業特別会計補

正予算（第２号） 

○ 議長 堀  広一 日程１０番 議案第４９号 平成２９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 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９８ページ、３ 歳出です。１款 総務費 １項 総務管理費 １目 

一般管理費、補正額１６１万５,０００円です。説明欄のとおり、社会保障・

税番号制度システム整備事業、介護保険システム改修事業の補正です。３款 

地域支援事業費 ２項 包括的支援事業・任意事業費 １目 包括的・継続的

ケアマネジメント支援事業費、２目 総合相談事業費は、先の議案第５５号で

議決いただいた職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に基づ

く給与の改定に係る増額です。３目 任意事業費、補正額２０万円です。家族

介護応援手当の増額です。３項 介護予防・生活支援サービス事業費 １目 

介護予防・生活支援サービス事業費９５万６,０００円の補正増額です。介護

予防・生活支援サービス事業負担金の増額です。 

  議案書８８ページ、２ 歳入です。４款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 

２目 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）、補正額７万８,００

０円です。３目 事業費交付金、補正額４６万円です。４目 地域支援事業

交付金（介護予防・日常生活支援事業）、補正額１９万１,０００円です。説明

欄のとおり、包括的支援事業・任意事業交付金等の補正です。５款 支払基

金交付金 １項 支払基金交付金 ２目 地域支援事業支援交付金、補正額

２６万７,０００円です。介護予防・生活支援サービス事業に係る交付金の増

額です。６款 道支出金 ２項 道補助金 １目 地域支援事業交付金（包

括的支援事業・任意事業）、補正額３万９,０００円です。２目 地域支援事業

交付金（介護予防・日常生活支援事業）、補正額１１万９,０００円です。説明

欄のとおりです。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４４万円増額です。３目 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・

任意事業）３万９,０００円増額です。５目 地域支援事業繰入金（介護予防・

日常生活支援事業）１１万９,０００円増額です。２項 基金繰入金 １目 介

護給付費準備基金繰入金１６万９,０００円です。補正予算の財源として充当

させていただきたいと思います。９款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越

金９９万８,０００円です。補正予算の特定財源を除く財源として増額補正を
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させていただきたいと思います。以上で説明を終わります。宜しくご審議の

程お願いいたします。 

○ 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、以上で質疑を終わります。 

 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、以上で討論を終わります。 

 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、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５０号 平成２９年度国民健康保険月形町立病院事業

会計補正予算（第１号） 

○ 議長 堀  広一 日程１１番 議案第５０号 平成２９年度国民健康保

険月形町立病院事業会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

○ 議長 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１１８ページ、歳出です。１款 病院事業費用 １項 医業費用 １

目 給与費、補正予定額１,１４３万円です。医師への報酬です。１,１４３万

円は、先般の税務調査により判明した出張医師に係る源泉徴収税の徴収不足分

に当たる金額であり、徴収不足分の源泉徴収税を税務署に納付する手続きとし

て、まず、徴収不足のあった医師へその不足額を報酬として支払い、その支払

い報酬額全額を源泉徴収させていただき、税務署へ納付するものです。２項 

医業外費用 ３目 雑支出１３３万２,０００円です。これも同様に源泉徴収

税の徴収不足による不納付加に係る不納付加算税１０７万５,０００円、納付

延滞に係る延滞税２５万７,０００円です。なお、本税分と不納不加算税、延

滞税は、１２月２２日を納付期日としております。 

  議案書１１６ページ、歳入です。１款 病院事業収益 ２項 医業外収益 

２目 他会計負担金、補正予定額１,２７６万２,０００円です。源泉徴収所得

税の徴収不足分、不納付加算税、延滞税の納付に係る財源で、その金額を全

額一般会計に頼るものです。 

  議案書１０９ページ、債務負担行為の補正です。債務負担行為をすること

ができる事項、期間及び限度額を次のとおり定めるものです。一つ目は、病
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院管理業務については、平成３０年度における病院院舎の管理委託業務です。

平成２９年度に業者選定とその準備に当たるもので、限度額は１,７６１万円

です。二つ目は、医師派遣業務で、現在、町立病院において不足している医

師の確保のため、現在、各方面に渡って動いているところですが、医師の派

遣が医療法人などからの派遣として医師が確保されることも想定されます。

これらに対応するため、平成３０年度における医師の派遣委託業務について

平成２９年度に契約等の準備に当たることができるよう債務負担行為を定め

ておきたいとするものです。限度額は平成３０年度予算に計上する額とした

いと思います。 

  議案書１１０ページ、先ほど説明した収益的支出における給与費の補正に

ついては、議会の議決を得なければ流用することができない経費の補正であ

り、補正予算第４条のとおり改めさせていただくものです。以上で説明を終

わります。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、以上で質疑を終わります。 

 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、以上で討論を終わります。 

 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、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１２番 議案第５３号 職員の育児休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 

○ 議長 堀  広一 日程１２番 議案第５３号 職員の育児休業等に関す

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 

  改正の要旨ですが、本年９月の人事院規則の改正により、非常勤職員の育

児休業についての再延長の要件が改正されました。これに伴い今回関係する

条例を改正させていただくものです。改正の内容です。第２条第４号におい

て、非常勤職員の育児休業を２歳まで再延長できることを追加、さらに第２

条の４において、再延長できる要件を１号及び２号で追加させていただきま
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す。第３条では、第２条の４の要件に該当する場合に特別の事情、再延長に

該当する要件とすることを追加するものです。この条例は、公布の日から施

行するものです。以上で説明を終わります。宜しくご審議いただきますよう

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、以上で質疑を終わります。 

 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、以上で討論を終わります。 

 お諮りいたします。議案第５３号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 

○ 議長 堀  広一 ご異議なしと認め、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５６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 

○ 議長 堀  広一 日程１３番 議案第５６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 

  町立病院における現行の使用料及び手数料について実態と照らし合わせ、

また、将来的なことも踏まえて、さらに近隣における病院の使用料及び手数

料を勘案して見直しを図り料金改定をさせていただきたいというものです。

議案書に改正する別表があり、その改正で、資料を配布しておりますので、

ご覧いただきたいと思います。 

  別紙議案第５６号説明資料により説明する。 

施行期日は、平成３０年４月１日として、それまでの間は現行どおりの使用

料及び手数料とさせていただき、また、施行日までの間、料金改定についての

周知をさせていただきたいと思います。以上で説明を終わります。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、以上で質疑を終わります。 
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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 堀  広一 討論なしと認め、以上で討論を終わります。 

 お諮りいたします。議案第５６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、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１４番 同意案第１２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１４番 同意案第１２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１２号 月形町固定資産評価審査委員会委員

の選任について、ご提案、ご説明申し上げます。月形町固定資産評価審査委

員会委員３名のうち、高松春夫氏が平成２９年１２月２０日をもって任期満

了となることから、今回、新たに坂下彰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。 

  坂下氏は現在、樺戸郡月形町字知来乙３５９５番地３にお住まいで、昭和

４０年２月２７日生まれの５２歳であります。固定資産評価審査委員会委員

の法令的な選任要件は、住民であること、納税義務者である者または固定資

産の評価について学識識見を有する者と規定されておりますが、本町ではこ

の要件を元として従前から町内を大きく３つの区域、南・中・北に分け、そ

こから委員を選任させていただいております。従いまして、今回は高松委員

の後任であり、高松氏と同じ南の区域から識見、人格ともに豊かな坂下氏を

適任者として提案させていただきました。なお、任期については、平成２９

年１２月２１日から平成３２年１２月２０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。 

 お諮りいたします。同意案第１２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） 
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○ 議長 堀  広一 ご異議なしと認め、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１５番 意見案第４号 平成２９年度以降「産地交付金」の満額交付

などを求める要望意見書の提出について 

○ 議長 堀  広一 日程１５番 意見案第４号 平成２９年度以降「産地

交付金」の満額交付などを求める要望意見書の提出についてを議題といたしま

す。 

提出者の説明を求めます。 

○ 議長 堀  広一 金子廣司議員。 

○ 議員 金子廣司 意見案第４号 平成２９年度以降「産地交付金」の満額

交付などを求める要望意見書の提出について、地方自治法第９９条の規定に

基づき、上記要望意見書を月形町議会会議規則第１４条により提出するもの

であります。平成２９年１２月５日の提出です。 

  この意見案の賛成者として、月形町議会議員 楠 順一議員、同じく大釜

登議員の両名の賛同を得ておりますことを申し添えます。 

  意見案第４号について、意見案に基づき、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するものであります。 

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、以上で質疑を終わります。 

 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、以上で討論を終わります。 

 お諮りいたします。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、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。 

 

○ 議長 堀  広一 以上で、本定例会に付議されました議案の審議は、全

て終了しました。会議を閉じます。平成２９年第４回月形町議会定例会を閉

会します。 

   （午後 ２時０５分閉会） 

 


