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会議に付した事件は次のとおりである。 

 議案第１号 月形町物品購入基金条例を廃止する条例の制定について 

 議案第２号 平成２９年度月形町一般会計補正予算（第７号） 

 議案第３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

４号） 

 議案第４号 平成２９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２９年度月形町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 議案第６号 平成２９年度月形町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号） 

 議案第７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２号） 

 議案第８号 農業委員会委員の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 

 議案第９号 月形町後期高齢者医療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 月形町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準を定める条例の制定について 

 議案第１１号 月形町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

の基準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１２号 月形町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法の基準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１３号 月形町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定め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 月形町新規就農者等招致促進条例の一部を改正する条例の制

定について 

議案第１５号 月形町円山総合運動公園条例を廃止する条例の制定について 

議案第１６号 町道路線の廃止について 

議案第１７号 財産の無償貸付について 

議案第１８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１９号 月形町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい
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て 

議案第２０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２１号 月形町北陽団地の分譲宅地販売促進に係る減額譲渡に関する

条例の制定について 

議案第２２号 公の施設に係る指定管理者の指定について【保養センターほ

か】 

議案第２３号 平成３０年度月形町一般会計予算 

議案第２４号 平成３０年度月形町国民健康保険事業特別会計予算 

議案第２５号 平成３０年度月形町農業集落排水事業特別会計予算 

議案第２６号 平成３０年度月形町介護保険事業特別会計予算 

議案第２７号 平成３０年度月形町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第２８号 平成３０年度国民健康保険月形町立病院事業会計予算 

 

 （我妻議員から一身上の都合により欠席の旨の報告あり） 

○ 議長 堀  広一 ただ今の出席議員は８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３０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。 

 

◎ 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 

笹 木 英 二 議員 

松 田 順 一 議員 

の両名を指名いたします。 

 

◎ 日程２番 会期の決定 

○ 議長 堀  広一 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、去る２月２７日開催の議会運営委員会

での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、これを許し

ます。 

○ 議長 堀  広一 議会運営委員会 楠 順一委員長、報告願います。 

○ 議会運営委員会委員長 楠  順一 議長の許可をいただきましたので、

平成３０年第１回定例会の運営について、去る２月２７日に議会運営委員会
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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、今定例会に提案さ

れる議案等の説明を受け、日程及び運営について、それぞれ協議いたしまし

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、会議案を予定し、町長提案は、平成２

９年度各会計補正予算、一般議案、平成３０年度町政執行方針並びに教育行政

執行方針、平成３０年度各会計予算及び予算関連議案であります。これらを踏

まえ、本定例会の会期は、本日６日から３月２０日までの１５日間とすること

といたしました。 

次に一般質問についてでありますが、３月１３日の１日間を予定し、通告期

限は３月７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。なお、執行方針に対する

質疑は一般質問に含めて行います。 

  次に議案等の審査要領についてでありますが、町長提案の内、平成３０年

度各会計予算６件及び予算関連議案５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、３月１４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 堀  広一 以上で議会運営委員会委員長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６日から３月２０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 堀  広一 異議なしと認め、会期については、本日６日から３月

２０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 堀  広一 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・まちづくり常任委員会所管事務調査報告については、
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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 堀  広一 以上で諸般の報告を終わります。 

 

◎ 日程４番 行政報告 

○ 議長 堀  広一 日程４番 行政報告を行います。行政報告については、

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 堀  広一 以上で行政報告を終わります。 

 

◎ 日程５番 議案第１号 月形町物品購入基金条例を廃止する条例の制定に

ついて、日程６番 議案第２号 平成２９年度月形町一般会計補正予算（第７

号） 

○ 議長 堀  広一 日程５番 議案第１号 月形町物品購入基金条例を廃

止する条例の制定について、日程６番 議案第２号 平成２９年度月形町一

般会計補正予算（第７号）は、関連がありますので、一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

○ 議長 堀  広一 副町長。 

○ 副町長 堀  光一 議案書３ページ、議案第１号 月形町物品購入基金

条例を廃止する条例の制定について、ご提案、ご説明申し上げます。本年３

月３１日をもって月形町物品購入基金条例を廃止したく、ご提案するもので

す。月形町物品購入基金については、指定寄附された寄附金を積立てて指定

された物品を購入するときに積立てたお金を使うものとして昭和５３年に設

置された基金であります。この基金は、平成９年度以降使われておりません。

また、平成１４年度以降、新規の積立てはなく、毎年利子だけを積立てして

いる状況であります。現在、基金残高は４５５万６,０００円となっています。

町が頂戴いたします寄附金について申し上げると、相当以前から寄附金の使

途の希望は青少年の健全育成のための青少年健全育成基金や地域福祉推進の

ための地域福祉基金としての活用となっております。今後、指定する物品の

購入のための寄附金が全くないとは言い切れませんが、見込まれる状況には

ないと考えております。基金を設置していると、基金の管理が必要であり、

そのための事務も少なからず生じてきます。先にお話しした状況等から当該

物品購入基金の役割はいったん終了したものとして、基金の廃止条例をご提

案させていただくものです。なお、当該基金残高４５５万６,０００円につい

ては、次にご審議いただく平成２９年度一般会計補正予算（第７号）におい

て、諸物品の購入財源として平成２９年度において全額活用させていただく

考えでおります。以上、議案第１号の説明でございました。 

議案第２号 平成２９年度月形町一般会計補正予算（第７号）について、ご
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提案、ご説明申し上げます。議案書は５ページです。今回の補正予算の概要で

すが、年度末において事務事業費の確定などにより歳入調定額及び歳出執行額

の精査を行っての予算整理などが中心であります。総体として予算の減額補正

をさせていただくものです。 

  議案書４２ページ、３ 歳出です。１款 議会費 １項 議会費 １目 議

会費２７３万円の減額、説明欄、議員活動経費における議長交際費、本年度出

席が必要な弔事、葬儀等が多くあり不足するため、増額するものです。続きま

して議案書４４ページ、２款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費

２２９万９,０００円の減額です。説明欄、公用車運転経費の備品購入費４万

１,０００円増額、町長公用車のドライブレコーダー設置に係る購入費用です。

行政活動経費でも町長交際費１０万円増額補正させていただくもので、前述の

議長交際費と同様です。２目 職員給与費１９０万７,０００円の減額です。

４７ページ、一般職員給与費における時間外勤務手当４２８万７,０００円増

額です。平成２９年度においては、例年に比べてかなりの業務事務又は多くの

人員を要する事業がありました。ＪＲ札沼線維持存続問題に係る事務事業、国

民健康保険広域化の準備に係る事務、北海道日本ハムファイターズ市町村応援

大使事業等々、それら係わる広報広聴業務がかさんでの時間外勤務手当の増額

です。３目 企画費２２７万９,０００円の減額、説明欄、ふるさと納税推進

事業ですが、ふるさと納税納付金記念品１２８万３,０００円増額です。４９

ページ、説明欄、生活交通確保対策事業１０万３,０００円増額、中央バス岩

見沢月形線運行に係る補助金ですが、中央バス全体の補助金要望額いわゆる赤

字額が増加し、当初予算よりも多い補助金の要望に対応するものです。４目 

情報推進費１９４万７,０００円の減額です。説明欄、情報化推進事業におけ

る備品購入費４８万５,０００円増額については、庁用事務用ノートパソコン

の購入費用です。５目 広報広聴費２２万円の減額、６目 財政管理費３６万

８,０００円の減額、７目 会計管理費４万３,０００円の減額、８目 財産管

理費２６９万７,０００円の減額です。４９ページ、説明欄、役場庁舎管理経

費における備品購入費３５万９,０００円増額、役場庁舎における事務用机・

椅子の購入経費です。５１ページ、説明欄、月ヶ岡農村公園管理経費、備品購

入費５０万円の増額については、本年４月から指定管理となる月ヶ岡農村公園

の備品の整備です。休憩室内に置く石油ストーブ、インフォメーションカウン

ター、屋外に設置する物置、その他刈払機等です。公用車管理経費、備品購入

費４７万円増額についても、町公用車１２台分のドライブレコーダー設置に係

る経費です。５２ページ、９目 交通安全費５１万２,０００円の減額、１０

目 公平委員会費１万２,０００円の減額、２項 徴税費 １目 税務総務費

４万２,０００円の減額、２目 賦課徴収費４１万８,０００円の減額、３項 戸
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籍住民基本台帳費 １目 戸籍住民基本台帳費４９万６,０００円の減額、５

４ページ、４項 選挙費 １目 選挙管理委員会費９万７,０００円の減額、

２目 衆議院議員総選挙費３９万４,０００円の減額、６項 監査委員費 １

目 監査委員費３１万１,０００円の減額、５６ページ、３款 民生費 １項 

社会福祉費 １目 社会福祉総務費７１９万１,０００円の増額です。５７ペ

ージ、説明欄でございますけれども、地域福祉事業における補助金、福祉施設

等就労定着資格取得支援助成事業１２万７,０００円増額、平成２９年度から

始めた補助金ですが、当初予算を上回る助成申請が見込まれるための増額補正

です。同じく地域福祉事業に係る地域福祉基金積立金５９９万円の増額、平成

２９年度におきまして地域福祉のために使っていただきたいと頂戴した寄附

金が３件あり、総額６００万円を地域福祉基金に積立てて活用するものです。

障害者自立支援等給付事業３３５万８,０００円の増額です。障害者自立支援

給付費給付６１０万１,０００円の増額です。５８ページ、２目 老人福祉費

１,１６０万９,０００円の減額、２項 児童福祉費 １目 児童福祉総務費 

１１８万１,０００円の増額、６１ページ、説明欄、認定こども園運営経費、

認定こども園管理運営業務２５８万４,０００円の増額です。認定こども園の

運営において町が指定管理者に支払う認定こども園指定管理料と国が示す公

定価格間に差額が生じていますので、それを補うための指定管理者に支払う経

費です。６２ページ、４款 衛生費 １項 保健衛生費 １目 保健衛生総務

費３,５９５万１,０００円増額です。説明欄、病院事業会計繰出金３,７１４万

４,０００円増額です。後ほど、病院事業会計補正予算でご説明申し上げます

が、病院事業において医業収益、入院・外来収益が当初より落ち込んでおり、

町一般会計よりその負担を行うものです。国民健康保険事業特別会計繰出金１

１９万３,０００円減額です。２目 予防費９７万８,０００円の減額、３目 環

境衛生費５６万１,０００円の減額、４目 医療給付費１５５万４,０００円の

減額、説明欄、乳幼児等医療給付事業４９万１,０００円の増額です。今後の

見込みを含めて当初予算より上回る乳幼児等医療費が見込まれるので増額す

るものです。６４ページ、５目 保健センター費１９万３,０００円の減額、

説明欄、保健福祉総合センター管理経費、備品購入費１５万５,０００円につ

いても公用車のドライブレコーダー設置に係る経費です。２項 清掃費 １目 

清掃総務費２５８万円減額、２目 塵芥処理費２９０万４,０００円減額、６

６ページ、６款 農林水産業費 １項 農業費 １目 農業委員会費７７万４,

０００円減額、２目 農業振興費８１４万２,０００円減額、６８ぺージ、３

目 畜産業費１万円増額、５目 農地費３５２万７,０００円減額、内訳中、

農業集落排水事業特別会計繰出金２４０万７,０００円の減額です。２項 林

業費 １目 林業振興費３８万３,０００円減額、７２ページ、７款 商工費 
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１項 商工費 １目 商工業振興費８５万４,０００円減額、２目 観光費７

９万円減額、３目 ふるさと公園費６２９万２,０００円増額、説明欄、皆楽

公園等管理経費６３９万８,０００円増額、修繕料、月形温泉ホテル管理関係

業務、備品購入費増額です。修繕料ですが、温泉ホテル、保養センターに係る

修繕で、温泉ボイラー劣化部品の交換や浴室グレーチング取り換え、浴室蒸気

口の取り替え、厨房排気フードの修繕等々を３月中に行うものです。月形温泉

ホテル管理関係業務については、温泉配管洗浄業務、フロア清掃業務等を３月

中に発注して業務を実施したいというものです。備品購入費は温泉ホテル用の

備品で、配膳用ワゴン、宴会用フライトテーブル、宴会用スクリーン等、温泉

ホテルに必要な備品を購入させていただきたく計上するものです。７４ページ、

８款 土木費 １項 土木管理費 １目 土木総務費については、財源振替で

す。２項 道路橋梁費 １目 道路維持費２５５万７,０００円の減額です。

３目 橋梁維持費５８７万５,０００円の減額、４目 除雪対策費１２９万３,

０００円の減額です。除雪対策経費における町道及び公共施設除排雪業務委託

料については、今回補正等は行っておりません。補正予算を取りまとめたのが

２月上旬でございまして、その時点では予算内で収まる予想で今回の補正予算

を編成しましたが、現在の時点でその後の降雪、除雪の稼働実績等を踏まえる

と、現段階では現在の予算内では収まらない見込みになってきており、雪割り

等の除雪業務量も例年より多いと見込んでおり、平成２９年度当初予算より多

くて２００万円ぐらい不足するのではないかという見込みです。それについて

は、状況等を見て平成２９年度３月下旬までには予算補正をさせていただきた

いと思います。その手続きについては、今のところ専決処分等によるものと考

えております。４項 住宅費 １目 住宅管理費９３万６,０００円の減額、

２目 住宅建設費４１万１,０００円の減額、７６ページ、９款 消防費 １

項 消防費 １目 消防費１１４万６,０００円の減額、２目 防災費１００

万８,０００円の減額、３目 災害対策費１９万５,０００円の減額、７８ペー

ジ、１０款 教育費 １項 教育総務費 ２目 事務局費１３万７,０００円

の減額、３目 教育振興費６６７万８,０００円の減額です。７９ページ、説

明欄、人づくり振興事業５６０万７,０００円の減は、月形高校の生徒に対す

る支援に係る事業ですが、通学助成事業・入学奨励事業・進学専修奨励金です

が、主にそれぞれの対象生徒数の減少による今回の減額補正です。８０ページ、

２項 小学校費 １目 学校管理費７３万２,０００円の減額、３項 中学校

費 １目 学校管理費５８万２,０００円の減額、４項 社会教育費 １目 

社会教育総務費１８４万１,０００円の減額です。８１ページ、説明欄、少年

教育事業における青少年健全育成基金積立金１０９万円の増額です。これにつ

いては、青少年健全育成のために町が寄附金を頂戴した３件の寄附金総額１１
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０万円、それに係る積立に要する増額補正です。８２ページ、２目 社会教育

施設費２２万８,０００円増額、５項 保健体育費 １目 保健体育総務費３

３万８,０００円減額、２目 体育施設費１３７万６,０００円減額、３目 学

校給食費１０６万４,０００円減額、８４ページ、１２款 公債費 １項 公

債費 １目 元金１万８,０００円増額、２目 利子１０９万７,０００円減額

です。 

議案書１８ページ、２ 歳入です。１款 町税 １項 町民税 １目 個人、

現年課税分、滞納繰越分それぞれ増額して補正額１,４３２万７,０００円です。

２目 法人７万９,０００円の減額、２項 固定資産税 １目 固定資産税３

７６万３,０００円、現年課税分、滞納繰越分を合わせての増額です。３項 軽

自動車税 １目 軽自動車税２４万６,０００円の減額、４項 町たばこ税 

１目 町たばこ税１０８万４,０００円の減額、２０ページ、１０款 交通安

全対策特別交付金 １項 交通安全対策特別交付金 １目 交通安全対策特

別交付金６万７,０００円減額、２２ページ、１１款 分担金及び負担金 １

項 負担金 １目 民生費負担金１２４万１,０００円増額、老人福祉施設入

所者費用徴収金が増額です。２目 農林水産業費負担金７２万６,０００円の

減額、２４ページ、１２款 使用料及び手数料 １項 使用料 １目 総務使

用料３３万６,０００円増額、２目 民生使用料３５２万４,０００円増額、認

定こども園利用者負担金、認定こども園の広域入所児童受入施設型給付費の増

額です。５目 商工使用料３８万５,０００円増額、６目 土木使用料１２６

万８,０００円増額、７目 教育使用料２万４,０００円増額、２項 手数料 １

目 総務手数料１１万８,０００円増額、２目 衛生手数料７９万５,０００円

減額、３目 農林水産手数料７万２,０００円増額、２６ページ、１３款 国

庫支出金 １項 国庫負担金 １目 民生費国庫負担金１２１万９,０００円

増額、２目 衛生費国庫負担金５６万円減額、２項 国庫補助金 １目 総務

費国庫補助金４８万７,０００円減額、２目 民生費国庫補助金２３２万７,０

００円減額、３目 教育費国庫補助金９万円減額、４目 商工費国庫補助金２

０万４,０００円増額です。この補助金については、説明欄、訪日外国人旅行

者受入環境整備緊急対策事業費補助金、国土交通省、北海道で言うと北海道運

輸局からの補助金で、皆楽公園水辺の家１階和式トイレを洋式化するための補

助金で、補助率は３分１です。３項 委託金 １目 総務費委託金３９万９,

０００円減額、４目 消防費委託金２２万８,０００円増額、２８ページ、１

４款 道支出金 １項 道負担金 １目 民生費道負担金６８万７,０００円

増額、２項 道補助金 ２目 民生費道補助金１８３万４,０００円増額、２

節 児童福祉費補助金の中の多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金１４７

万円ですが、第２子以降の３歳未満児の保育料を無償化するための北海道によ
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る補助制度で、その補助金は当初計上していませんので、その増額補正です。

３目 衛生費道補助金１８万９,０００円減額、４目 農林水産業費道補助金

４５６万３,０００円減額、５目 商工費道補助金３万２,０００円増額、６目 

土木費道補助金１,００３万６,０００円増額です。１節 土木管理費補助金の

中の社会資本整備総合交付金１,０１４万２,０００円増額ですが、除雪専用車

取得・須部都橋補修工事・橋梁点検業務・橋梁寿命化修繕計画策定業務に係る

交付金で、その交付金の配分率が当初予算で想定していた率より多く配分され

たもので、それに係る増額補正です。３項 委託金 １目 総務費委託金１４

万１,０００円減額、２目 土木費委託金１６万円減額、３０ページ、１５款 

財産収入 １項 財産運用収入 １目 財産貸付収入５３万８,０００円増額、

２目 利子及び配当金１万円増額、２項 財産売払収入 １目 不動産売払収

入５７３万２,０００円増額です。１節 土地売払収入５５１万９,０００円、

分譲地売払の増額補正です。この５５１万９,０００円町の分譲地、白陽団地

１区画、林間住宅地１区画の売払いを行うことができました。２目 物品売払

収入８万１,０００円増額、３２ページ、１６款 寄附金 １項 寄附金 １

目 一般寄附金１２万円増額、３目 民生費寄附金５９９万円増額、歳出で申

し上げた地域福祉基金へ積立てる寄附金です。３件、６００万円です。４目 教

育費寄附金１０９万円増額、これについても歳出で申し上げた青少年健全育成

基金に積立てるための寄附金、３件、１１０万円の寄付に係るものです。３４

ページ、１７款 繰入金 １項 基金繰入金 １目 財政調整基金繰入金２,

５３９万７,０００円減額、２目 ふるさと活性化基金繰入金８９万９,０００

円減額、３目 青少年健全育成基金繰入金１７４万９,０００円減額、４目 公

有財産整備基金繰入金１６６万３,０００円減額です。公有財産整備基金繰入

金については、当初予定していた工事・修繕２２の事業に充当するものですが、

事業費の確定等により繰入金の充当額を減額する補正です。７目 物品購入基

金繰入金４５５万６,０００円の増額、先ほどご説明申し上げた第１号議案 

月形町物品購入基金に係るもので、基金残高４５５万６,０００円を平成２９

年度の物品購入財源として繰入れで充当するものです。充当事業については、

全部で３７件の物品購入で、主に小中学校児童生徒用の備品購入に充当するも

のです。３６ページ、１８款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金１,０１

１万円増額、補正後の額６,８９５万２,０００円、これで繰越金全てが予算化

することとなります。３８ページ、１９款 諸収入 １項 延滞金、加算金及

び過料 １目 延滞金 ５万９,０００円増額、２項 町預金利子 １目 町

預金利子２１万９,０００円増額、５項 雑入 ２目 弁償金４万２,０００円

増額、４目 給食事業収入５０万３,０００円減額、５目 雑入８６万円増額

です。４０ページ、２０款 町債 １項 町債 １目 総務債、２目 衛生債、
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４目 土木債、５目 教育債、６目 消防債、それぞれ事業費の確定による起

債の額の変更による減額補正です。 

議案書１０ページ、第２表 債務負担行為補正、追加です。追加する事項に

ついては、月形町広報印刷製本業務から月形町公共施設自家用電気工作物保安

管理業務までの１２件です。いずれも期間は平成２９年度から平成３０年度ま

で、限度額はそれぞれ事項ごとに設定するとおりです。廃止については、１件

です。平成２９年度合併処理浄化槽設備資金貸付利子補給金ですが、予定して

いた資金貸付がなかったことによる債務負担行為の廃止です。 

議案書１１ページから１２ページ、第３表 地方債補正、変更です。変更す

る起債については、臨時財政対策債から小型動力ポンプ付積載車整備事業まで

の８件です。変更の内容は、それぞれの起債において限度額を変更するもので

す。それから、臨時財政対策債については、地方交付税の決定に伴う額の確定

によるものです。残りの７つの事業については、事業費の確定に伴い起債額を

変更するものです。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。 

 

○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午前１０時４２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５５分再開） 

      （楠 議員 午前１０時５５分退席） 

 

○ 議長 堀  広一 これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

○ 議長 堀  広一 大釜 登議員。 

○ 議員 大釜  登 議案書４７ページ、２款 総務費 １項 総務管理費 

２目 職員給与費、説明欄、一般職給与費の時間外勤務手当４２８万７,００

０円増額になっていますが、先ほどの副町長の説明では、ＪＲ問題や日本ハム

ファイターズのイベント等の事業が多くあってかなりの時間外が発生したと

いうことでしたが、当初予算は１,１００万円ぐらいで、今年度だけ突出して

時間外が出たのか。もう１点、参考までにどの課が一番多かったのか、説明願

います。 

○ 議長 堀  広一 総務課長。 

○ 総務課長 平田 京子 平成２８年度は、予算の範囲内で支払額が終了し

ております。本年度については、先ほど副町長から説明があったとおり北海道

日本ハムファイターズ応援大使事業やＪＲ問題などの事業が多くありました。

議員のご質問にありました昨年と比較して増えている課については、総務課が
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一番多いと思います。 

○ 議長 堀  広一 大釜 登議員。 

○ 議員 大釜  登 当初予算をこのように組んで約４００万円近くの時間

外が増えることは、今後もあり得るのか。今年度の当初予算も約１,１００万

円しか計上していませんが、予算計上については今回が特別に増えたのか、そ

れについて考えをお聞かせ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 議員ご指摘のとおり平成２９年度の当初予算は１,０

８９万６,０００円で約１,１００万円でしたが、毎年、時間外勤務手当の予算

計上については、時間外勤務手当の対象となる職員の基本給の６％を計上して

おります。先ほど総務課長から平成２８年度は当初予算の範囲内で収まったと

いうことで、過去には収まらない年、収まっている年もあります。過去から６％

できていますが、時間外手当については、何とか６％を基準とした中で職員の

健康管理面も含めて抑制したいと考えておりますが、その年の施策、広域化に

係る事業等においてどうしても時間外勤務が発生することがあります。特に平

成２９年度は多かったのですが、先ほど申し上げたとおりなるべく予算内で収

まるように事務を行って、どうしても収まらない場合はこのように時間外勤務

手当の補正をお願いしたいと考えております。時間外勤務の抑制については、

改めて庁内で検討して平成３０年度に臨むように考えておりますので、ご理解

いただきたいと思います。 

○ 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 松田順一議員。 

○ 議員 松田 順一 議案書４９ページ、説明欄、生活交通確保対策事業に

ついて先ほど説明があり、中央バスの補助金１０万３,０００円と金額的には

さほど大きくないと思いますが、中央バスにどの程度補助金を出していくのか。

それから、中央バスの補助金が高くなった要因が分かれば教えていただきたい

と思います。 

○ 議長 堀  広一 副町長。 

○ 副町長 堀  光一 生活交通確保対策事業ですが、当初予算３３万６,０

００円に対して本年度４３万９,０００円ということで、中央バスの赤字運行

に係る経費分は、岩見沢市、美唄市、月形町で運行距離数に応じて補助を負担

しているということです。先ほど申し上げたとおり当初予算より１０万３,０

００円多い４３万９,０００円の補助となるものです。これは、北海道中央バ
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ス全体の赤字額から計算されて、岩見沢月形線の額が出て、それに対して３市

町が運行距離割で負担するものです。 

○ 議長 堀  広一 松田順一議員。 

○ 議員 松田 順一 分かりました。 

○ 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１号及び議案第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 堀  広一 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７番 議案第３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４号） 

○ 議長 堀  広一 日程７番 議案第３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４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 

今回の補正予算の概要ですが、事務事業費の確定などにより歳入調定額及び

歳出執行額の精査を行い予算整理などをするものであり、総体として増額補正

とするものです。 

議案書１１８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１４６万５,０００円減額、説明欄、国民健康保険広域化準備

事業９７万１,０００円の減額です。電算システム改修業務委託料１,３８１万

５,０００円減額、そのうち１,２８４万４,０００円を北海道国保連合会へ支払

うための負担金に振替えるものです。２目 連合会負担金３万円の減額、２項 

徴税費 １目 賦課徴収費３万円減額、３項 運営協議会費 １目 運営協議

会費３万円減額、１２０ページ、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から１２６ページ、６款 介護納付金 １項 介護納

付金 １目 介護納付金まで、それぞれ補正額はありません。財源振替でござ

います。１２８ページ、８款 保健事業費 １項 特定健康診査等事業費 １

目 特定健康診査等事業費３５万５,０００円減額、２項 保険事業費 １目 
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保健衛生普及費１万円減額、１３０ページ、１０款 諸支出金 １項 諸費 

３目 直営診療施設勘定繰出金４７６万２,０００円増額、この繰出金につい

ては、町立病院施設整備事業に係るもので、町立病院会計への繰出金です。 

  議案書１０２ページ、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８５万５,０００円減額、２

目 退職被保険者等国民健康保険税３２万９,０００円減額、１０４ページ、

３款 国庫支出金 １項 国庫負担金 ３目 特定健康診査等負担金３万７,

０００円増額、２項 国庫補助金 １目 財政調整交付金２１９万５,０００

円増額、２目 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金２４万１,０００

円増額、３目 災害臨時特例補助金４万５,０００円増額、１０６ページ、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２０１万２,０００円減額、１０８ページ、６款 道支出金 １項 道

負担金 ２目 特定健康診査等負担金３万７,０００円増額、２項 道補助金 

１目 財政調整交付金１０５万６,０００円増額、１１０ページ、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３６０万７,００

０円増額、高額医療費共同事業交付金です。２目 保険財政共同安定化事業交

付金４８７万６,０００円増額、１１２ページ、９款 繰入金 １項 他会計

繰入金 １目 一般会計繰入金１１９万３,０００円減額、内訳については、

説明欄のとおりです。２項 基金繰入金 １目 財政調整基金繰入金１,００

０万円の減額です。財政調整基金繰入金については、当初１,０００万円の歳

入予算としていましたが、共同事業交付金等の増額により、全額減額補正をす

るものです。１１４ページ、１０款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金５

１０万円増額、繰越金については、今回の補正後の額２,５１６万２,０００円

となり、繰越金全てを予算化するものです。１１６ページ、１１款 諸収入 ２

項 雑入 ３目 返納金２万８,０００円増額、４目 雑入９,０００円増額で

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 堀  広一 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８番 議案第４号 平成２９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８番 議案第４号 平成２９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 

今回の補正予算についても、事務事業費の確定などにより歳入調定額及び歳

出執行額の精査を行い予算整理などをするものであり、総体として減額補正す

るものです。 

  議案書１５２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８万４,０００円減額、２目 施設管理費２６９万５,０００円

減額、内訳については、説明欄のとおりです。１５４ページ、２款 農林水産

業費 １項 農業費 １目 農村総合整備事業費４８万６,０００円減額、１

５６ページ、３款 公債費 １項 公債費 １目 元金、財源振替です。２目 

利子１４万円減額です。 

議案書１４２ページ、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１６万６,０００円減額、現年度分、滞納繰越分を合

わせての補正額です。１４４ページ、２款 道支出金 １項 道補助金 １目 

農林水産業費補助金６９万６,０００円減額、１４６ページ、３款 繰入金 １

項 一般会計繰入金 １目 一般会計繰入金２４０万７,０００円減額、一般

会計からの繰入金の減額です。１４８ページ、４款 繰越金 １項 繰越金 

１目 繰越金４万４,０００円の増額、補正後の金額４万５,０００円で繰越金

全てを予算化するものです。１５０ページ、５款 諸収入 １項 雑入 １目 

雑入１８万円の減額です。 

議案書１３６ページ、第２表 債務負担行為補正、追加です。自家用電気工

作物保安管理業務について、平成２９年度から平成３０年度まで、限度額３２

万４,０００円として債務負担行為補正をするものです。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４号は、原案のとおり可決することにしたいと
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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 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９番 議案第５号 平成２９年度月形町介護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５号 平成２９年度月形町介護保険

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 

今回の補正予算の概要についても、事務事業費の確定、歳入調定額、歳出執

行額の精査等を行っての予算整理などをするもので、総体として減額補正をさ

せていただくものです。 

議案書１８２ページ、３ 歳出です。１款 総務費 ２項 介護認定審査会

費 １目 介護認定審査会費４万９,０００円減額、２目 認定調査等費６万

１,０００円減額、３項 計画策定費 １目 計画策定費１０万４,０００円減

額、１８４ページ、２款 保険給付費 １項 介護サービス等諸費 １目 居

宅介護サービス等給付費１,３１７万円増額、２目 施設介護サービス給付費

１,３６８万１,０００円減額、施設介護サービスに変わり居宅介護サービス等

が増えております。３目 居宅介護福祉用具購入費１０万円減額、４目 居宅

介護住宅改修費１５万円減額、５目 居宅介護サービス計画給付費１６３万６,

０００円増額、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１２６万円減額、１８６ページ、２目 介護予防福祉用具購入費５万円減額、

３目 介護予防住宅改修費１６万円増額、４目 介護予防サービス計画給付費

１３万７,０００円減額、３項 その他諸費 １目 審査支払手数料８,０００

円減額、４項 高額介護サービス等諸費 １目 高額介護（予防）サービス費

３０万４,０００円増額、５項 高額医療合算介護サービス等費 １目 高額

医療合算介護（予防）サービス費４７万８,０００円減額、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３９万４,００

０円増額、１８８ページ、３款 地域支援事業費 １項 介護予防事業費 １

目 介護予防事業費２２万２,０００円減額、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、財源振替です。２

目 総合相談事業費についても財源振替です。３目 任意事業費１１万１,０

００円減額、４目 生活支援体制整備事業６万円減額、５目 認知症総合支援
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事業費１８万７,０００円減額、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２７万７,０００円減額、４項 その

他諸費 １目 審査支払手数料４,０００円増額です。 

  議案書１６８ページ、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、１節から３節までの合計８９万８.０００円減額

です。１７０ページ、４款 国庫支出金 １項 国庫負担金 １目 介護給

付費負担金１万２,０００円減額、２項 国庫補助金 １目 調整交付金１９

８万１,０００円減額、２目 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事

業）、５４万６,０００円減額、４目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生

活支援事業）５３万６,０００円減額、１７２ページ、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２３０万４,０００円減額、

２目 地域支援事業支援交付金１２万８,０００円減額、１７４ページ、６款 

道支出金 １項 道負担金 １目 介護給付費負担金９６万５,０００円減額、

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）

２７万１,０００円減額、２目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支

援事業）５万７,０００円減額、１７６ページ、８款 繰入金 １項 一般会

計繰入金 １目 介護給付費繰入金から５目 地域支援事業繰入金（介護予

防・日常生活支援事業）まで、合計、一般会計繰入金補正額４０万４,０００

円の増額です。２項 基金繰入金については、１目 介護給付費準備基金繰

入金６０５万７,０００円増額です。１７８ページ、９款 繰越金 １項 繰

越金 １目 繰越金、補正額１,０００円、補正後の額１００万円で全ての繰

越金全額が予算化するものです。１８０ページ、１０款 諸収入 ２項 雑

入 ３目 雑入３万１,０００円減額です。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 堀  広一 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１０番 議案第６号 平成２９年度月形町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第２号） 
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○ 議長 堀  広一 日程１０番 議案第６号 平成２９年度月形町後期高

齢者医療特別会計補正予算（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 

後期高齢者医療特別会計についても、今回の補正については、事務事業費の

確定等による予算整理などをするもので、総体として減額補正するものです。 

議案書２１０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１万２,０００円減額、２１２ページ、２款 後期高齢者医療

広域連合納付金 １項 後期高齢者医療広域連合納付金 １目 後期高齢者

医療広域連合納付金３８万７,０００円減額、２１４ページ、３款 諸支出金 

１項 償還金及び還付加算金 １目 保険料還付金、財源振替です。２１６ペ

ージ、４款 予備費 １項 予備費 １目 予備費７万２,０００円減額です。 

  議案書２０２ページ、２ 歳入です。１款 後期高齢者医療保険料 １項 

後期高齢者医療保険料 １目 特別徴収保険料７３万９,０００円減額、２目 

普通徴収保険料７６万３,０００円増額、２０４ページ、３款 繰入金 １項 

他会計繰入金 １目 一般会計繰入金５６万円の減額、内訳については、説

明欄のとおりです。２０６ページ、４款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰

越金補正額３万９,０００円増額、補正後の繰越金額４万円で全額予算化する

ものです。２０８ページ、５款 諸収入 ２項 償還金及び還付加算金 １

目 保険料還付金２万６,０００円の増額です。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６号は、原案のとおり可決することにしたいと

思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 

○ 議長 堀  広一 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７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２号） 

○ 議長 堀  広一 日程１１番 議案第７号 平成２９年度国民健康保険
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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 

今回の補正の概要ですか、病院事業運営において年度末に当たり執行につい

て精査いたしました。その結果の予算整理それから運営に係る事業費の補正で

す。 

議案書２３２ページ、収益的収入及び支出に係る支出です。１款 病院事業

費用 １項 医業費用 １目 給与費、補正予定額１,２３８万８,０００円の

減額です。１節から７節の内訳です。２目 材料費１,３６９万６,０００円の

減額です。３目 経費８万２,０００円の減額です。２３４ページ、経費に係

る内訳のうち２３５ページ、９節 手数料１,３６３万７,０００円の増額、そ

のうち医師紹介手数料１,３９７万７,０００円ですが、出張医師、常勤医師確

保のためにこの補正予算を取りまとめる時期において紹介所を介して確保す

る場合の手数料を必要として補正をするものです。１１節 委託料、検査業務

４４１万７,０００円の減額、医療事務業務５６０万５,０００円の減額、合わ

せて１,００２万２,０００円の減額ですが、医療に係る検査業務の減額、患者

数の減少によるものですが、その減額と医療事務業務、クラーク請求事務の業

務委託の減額です。２３４ページ、４目 減価償却費９,０００円増額、５目 

資産減耗費８３万４,０００円増額、２項 医業外費用 １目 支払利息及び

企業債取扱費１万７,０００円減額、２目 患者外給食費５２万２,０００円減

額です。 

  議案書２３０ページ、収益的収入及び支出に係る収入です。１款 病院事

業収益 １項 医業収益 １目 入院収益３,６２７万４,０００円の減額です。

２目 外来収益２,６４５万７,０００円の減額です。入院患者、外来患者共当

初予算より落ち込んでおり、入院収益約１５％、外来収益２４％減少での補正

です。４目 その他医業収益１６１万５,０００円の減額、２項 医業外収益 

２目 他会計負担金３,８１６万６,０００円の増額、内訳については、一般会

計からの負担金で説明欄のとおりです。収入においては、医業収益が落ち込ん

でおります。一方、支出では人件費等の固定経費が多くを占めている中で、経

費については抑制ができないところです。収益減少に見合う経費削減に至らな

い状況であり、このため、一般会計からの負担を繰出基準に基づいて病院会計

に繰出しをお願いするものです。３目 患者外給食収益１１万５,０００円の

減額、４目 長期前受金戻入８３万８,０００円増額、５目 その他医業外収

益４０万５,０００円減額です。 
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議案書２３８ページ、資本的収入及び支出に係る支出です。１款 資本的支

出 １項 建設改良費 １目 有形固定資産購入費１６３万５,０００円の減

額、医療器械、什器備品購入に係るものです。 

  議案書２３６ページ、資本的収入及び支出に係る収入です。１款 資本的

収入 １項 出資金 １目 出資金１０２万２,０００円減額、２項 繰入金 

１目 繰入金４７６万２,０００円増額、国民健康保険会計からの繰入金です。

３項 企業債 １目 企業債５２０万円の減額です。病院事業債の減額です。

２２０ページ、第４条 企業債の補正です。予算第６条に定めた企業債を次の

ように改めるということで、医療器械整備事業にかかる起債の限度額の変更で

す。議案書にお示ししているとおりの補正をさせていただきたいとするもので

す。 

第５条 議会の議決を経なければ流用することのできない経費ですが、予算

第８条に定めた経費の金額を次のように改めさせていただきたいとするもの

です。科目は給与費ですが、補正予定額１，２３８万８，０００円の減額です。 

第６条 たな卸資産購入限度額ですが、予算第９条に定めたたな卸資産購入

限度額を５，６８７万円に改めさせていただきたいとするものです。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。 

○ 議長 堀  広一 金子廣司議員。 

○ 議員 金子 廣司 １点だけ、議案書２３５ページ、委託料の医療事務業

務クラーク請求事務だと思いますが、これを減額するということは、今、この

業務はどのようにやっているのか。 

○ 議長 堀  広一 病院事務長。 

○ 病院事務長 渡邊  隆 ただ今のご質問ですが、請求事務については、

臨時事務員を直接雇用して対応しているところであります。 

○ 議長 堀  広一 金子廣司議員。 

○ 議員 金子 廣司 臨時事務員ということは、請求事務のノウハウを分か

った人が対応しているという解釈でいいのか。それとも、うちの職員もいくら

か係わっているのか。 

○ 議長 堀  広一 病院事務長。 

○ 病院事務長 渡邊  隆 請求事務については、経験者、民間の資格を有

している者、資格がないけれど一生懸命勉強してやっている者、それから、う

ちの職員についても、随時横に付きながら一緒に請求事務を確認しております。 

○ 議長 堀  広一 金子廣司議員。 

○ 議員 金子 廣司 了解しました。 
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○ 議長 堀  広一 他に質疑ございませんか。 

 

○ 議長 堀  広一 宮元哲夫議員。 

○ 議員 宮元 哲夫 同じく、議案書２３５ページ、医師紹介手数料ですが、

予算的に非常にお金を使っていますが、紹介業務の内容を教えていただきたい。 

○ 議長 堀  広一 病院事務長。 

○ 病院事務長 渡邊  隆 お答えいたします。医師紹介手数料というのは、

このような先生がいますということをうちの病院にご紹介いただき、その先生

を雇用することになると、年間の想定収入、例えば常勤ですと給与から手当の

全額の年間想定収入、会社によって違いますが２０％から２５％が手数料とな

りますので、うちの病院に就職された後に支払いするという制度です。 

○ 議長 堀  広一 宮元哲夫議員。 

○ 議員 宮元 哲夫 いわゆる、医師の報酬の何％が手数料ということにな

るのか。 

○ 議長 堀  広一 病院事務長。 

○ 病院事務長 渡邊  隆 例えば、給与・手当が年間２,０００万円の報酬

が発生すると、手数料２０％の業者であれば４００万円を支払うということで

す。会社によって２０％、２５％と差はありますが、それぞれの会社のルール

により契約してお支払いすることになります。 

○ 議長 堀  広一 宮元哲夫議員。 

○ 議員 宮元 哲夫 それでは、この手数料１,３９７万７,０００円というこ

とは、これを逆算して、医師の報酬はこのぐらいという見方でよろしいでしょ

うか。 

○ 議長 堀  広一 病院事務長。 

○ 病院事務長 渡邊  隆 議員のご質問のとおりです。ただ、積算として

は、非常勤医師１名、年間報酬総額１,１３３,５００円かける２０％、常勤医

師１名、年間報酬総額２,８００万円で想定してこれの２５％、もう１名、常

勤医師、年間報酬総額２,７００万円の想定でこれの２５％ということで、そ

れぞれ計算すると１,３９７万７,０００円となっております。 

○ 議長 堀  広一 宮元哲夫議員。 

○ 議員 宮元 哲夫 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７号は、原案のとおり可決することにしたいと
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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 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４５分休憩） 

 

（楠議員から一身上の都合により本日午後の定例会を欠席の旨の報告あり） 

○ 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１２番 議案第８号 農業委員会委員の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１２番 議案第８号 農業委員会委員の報酬及び

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 副町長。 

○ 副町長 堀  光一 議案書２４７ページ、議案第８号 農業委員会委員

の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です。

改正の内容についてですが、現行条例の目的の条項条例第１条中に「農業委

員会等に関する法律第１８条の規定に基づき」とあります。この法律第１８

条は、法律第１５条の誤りであり、その字句を改める条例改正であります。

農業委員の報酬等については、平成２８年４月１日施行の改正が行われまし

た農業委員会等に関する法律では、第１５条において規定されております。

本来、法律の改正施行に合わせて平成２８年に改正するべき条例の改正を怠

っていたもので、今回改正をさせていただくものです。提案説明は以上です。

宜しくお願いいたします。 

○ 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８号は、原案のとおり可決することにしたいと

思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 

○ 議長 堀  広一 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１３番 議案第９号 月形町後期高齢者医療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１３番 議案第９号 月形町後期高齢者医療に関

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 議案書２４９ページ、議案第９号 月形町後期高齢

者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。改正の理由

については、本年４月１日より持続可能な医療保険制度を構築するための国

民健康保険法等の一部を改正する法律及び持続可能な医療保険制度を構築す

るための国民健康保険等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備

に関する政令が施行されることを踏まえて、条例改正をするものです。改正

の内容については、後期高齢者医療についても国民健康保険と同様に住所地

特例が平成３０年４月１日から適用されるように改正するものです。保険料

を徴収すべき被保険者を想定している条例第３条に第３号として加えるもの

です。現行制度では、月形町国民健康保険の被保険者で北海道外の介護保険

施設等に入所し、住所地特例を受けている者が年齢到達などで後期高齢者医

療保険へ移行した場合は、施設の住所地の広域連合が行う広域後期高齢者医

療保険の被保険者となりますが、改正後は、国民健康保険の住所地特例を引

き継ぎ、北海道後期高齢者医療広域連合の被保険者となり、保険料は月形町

が徴収することとなります。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。 

 お諮りいたします。議案第９号は、原案のとおり可決することにしたいと

思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 

○ 議長 堀  広一 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 議案第１０号 月形町指定居宅介護支援等の事業の人員及び

運営に関する基準を定める条例の制定について 

○ 議長 堀  広一 日程１４番 議案第１０号 月形町指定居宅介護支援
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等の事業の人員及び運営に関する基準を定め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 議案書２５１ページ、議案第１０号 月形町指定居

宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定につい

てご提案、ご説明申し上げます。条例制定の要旨ですが、介護保険法の規定

に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準並び指定

居宅介護支援事業者の申請者の要件を定めるものです。現行制度においては、

居宅介護支援事業所介護支援専門員いわゆるケアマネージャーが居宅介護支

援を行うために勤める事業所、居宅介護支援事業所ですが、その指定権限は

都道府県にあります。地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する

ための関係法令の整備等に関する法律の改正により、平成３０年４月１日か

ら、その指定権限が市町村に移譲されることとなるため条例の制定をするも

のです。なお、介護支援専門員が実施する居宅介護支援の具体的取扱い方針

についての省令の改正が行われていますので、それらも反映させた条例とす

るものです。条例第１章では、総則として指定居宅介護支援事業者の指定要

件等について、議案書２５２ページ、第２章では、人員に関する基準として

従業員の員数等について、２５３ページ、第３章では、運営に関する所要の

基準について、２６７ページ、第４章では、基準該当居宅介護支援に関する

基準についてを規定しております。附則ですが、この条例の施行期日につい

ては、平成３０年４月１日から施行するものですが、条例第１６条第２０号

の規定については、平成３０年１０月１日から施行するものです。また、経

過措置として、平成３３年３月３１日までの間は、第６条第２項の規定にか

かわらず、介護支援専門員を第６条第１項に規定する管理者とすることがで

きるとするものであります。なお、関連で申し上げますが、本町においては、

居宅介護支援事業者として月形緑苑があります。月形緑苑は、平成２９年に

北海道から指定を受けており、この指定は６年間継続されるため本条例によ

る月形町からの指定は、平成３５年となる予定であります。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。 

 お諮りいたします。議案第１０号は、原案のとおり可決することにしたい
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と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 

○ 議長 堀  広一 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１５番 議案第１１号 月形町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営の基準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１５番 議案第１１号 月形町指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設備及び運営の基準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 議案書２６９ページ、議案第１１号 月形町指定地

域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について、ご提案、ご説明申し上げます。条例改正の

要旨ですが、省令指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準の省令、本年４月１日を施行期日としてのこの省令の改正に伴い、

条例を改正するものです。共生型地域密着型サービスの創設や介護療養型療

院に変わるものとして創設される介護医療院について規定するなど、所要の

改正を行うもので、平成３０年４月１日から施行するものです。なお、現在

のところ本町には、地域密着型サービスを行う指定事業所はございませんが、

月形愛光園が平成３０年度から地域密着型通所介護サービスを行う予定であ

ると伺っております。簡単ですけれども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１１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 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１６番 議案第１２号 月形町指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例の
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制定について 

○ 議長 堀  広一 日程１６番 議案第１２号 月形町指定地域密着型介

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ

ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の

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 議案書２８３ページ、議案第１２号 月形町指定地

域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関

する条例の一部を改正する条例の制定について、ご提案、ご説明申し上げます。

条例改正の要旨ですが、この改正についても、指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準、省令ですが、本年４月１

日を施行期日として改正され、それに伴う条例改正です。今回の改正は、新た

に創設された介護医療院、介護医療院とは、医療機能を組み込んだ施設系サー

ビスで要介護者の長期療養、生活施設として介護保険が適用されるものですが、

この介護医療院についての規定を加えるなどの改正で、本年４月１日から施行

するものです。簡単ですけれども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１２号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 

○ 議長 堀  広一 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１７番 議案第１３号 月形町指定介護予防支援等の事業の人員及び

運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定め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１７番 議案第１３号 月形町指定介護予防支援

等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定
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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 議案書２８５ページ、議案第１３号 月形町指定介

護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例の制定について、ご提案、ご説明申し上げます。改正の要旨ですが、平

成３０年４月１日を施行期日とする省令、指定介護予防支援等の事業の人員

及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準の省令の改正に伴い、本町で定める条例を改正するもので

す。改正の内容ですが、指定介護予防支援事業者と障害者指定特定相談事業

者との連携を促す規定、更に、指定介護予防支援事業者が本人、家族の意志

を尊重し、主治医等へ適正な情報提供を行うなどの規定の追加をするもので

す。本条例の施行は、本年４月１日からであります。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。 

 お諮りいたします。議案第１３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 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１８番 議案第１４号 月形町新規就農者等招致促進条例の一部を改

正する条例の制定について 

○ 議長 堀  広一 日程１８番 議案第１４号 月形町新規就農者等招致

促進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 議案書２８７ページ、議案第１４号 月形町新規就

農者等招致促進条例の一部を改正する条例の制定について、ご提案、ご説明

申し上げます。条例改正の趣旨です。新規就農者の希望する形態については、

昨今、多様化しており、その対応として受入れ条件を緩和すると共に支援水

準の底上げなどを行い、担い手農業者の確保を図っていくものです。改正の
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内容ですが、一つに、条例第２条第１号に係る新規就農実習者の定義及び第

２号に係る新規就農者の定義についての改正です。現行においては、第１号

の新規就農実習者については、町内または町外において農業以外の職業に就

いている者が月形町に居住して農業経営によって自立しようとする意欲と能

力を有すると認められ、かつ、年齢が２２歳以上４５歳未満の者で、配偶者

又は１８歳以上６０歳未満の同居の親族を有する者と規定しております。こ

の現行の規定に町長が特に認める場合はこの限りではないというただし書き

を加えるものです。また、第２号の新規就農者についても、同様の現行の規

定に町長が特に認める場合はこの限りではないというただし書き特例を加え

るもので、新規就農実習者及び新規就農者それぞれの受入れ条件を緩和する

ものです。二つ目ですが、新規就農者に対する支援を高めることとして、条

例第６条第３号を改正するものです。現行では就農した日から３年以内に農

業用施設並びに機械を取得した場合は、取得価格の２５％以内又は２５０万

円を超えない額の範囲内で、いずれか低い方の額を新規就農者に交付すると

しておりますが、条例改正では、取得価格の「２５パーセント以内」を「５

０パーセント以内」に、「２５０万円を超えない額の範囲」を「３００万円を

超えない額の範囲」に改正するものです。また、条例第６条第４号について、

現行では住宅の新築及び購入・増改築に対して事業費の５０パーセント以内

又は７０万円を超えない額の範囲でいずれか低い方の額を新規就農者に交付

するとしていますが、「７０万円を超えない額の範囲」を「１５０万円を超え

ない額の範囲」に改正するものです。この新規就農者の受入れ条件の緩和・

支援水準の改正については、他の自治体等の例を参考にして、そこに少しで

も近づけるように今回改正をさせていただきたいとするものです。条例の施

行は、本年４月１日からです。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１４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 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１９番 議案第１５号 月形町円山総合運動公園条例を廃止する条例
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の制定について 

○ 議長 堀  広一 日程１９番 議案第１５号 月形町円山総合運動公園

条例を廃止する条例の制定についてを議題といたします。 

提出者の説明を求めます。 

○ 議長 堀  広一 副町長。 

○ 副町長 堀  光一 議案書２８９ページ、議案第１５号 月形町円山総

合運動公園条例を廃止する条例の制定について、ご提案、ご説明申し上げま

す。月形町円山総合運動公園については、昭和５６年に設置されたものであ

り、設置後３６年を経過しております。この運動公園は、設置当初、管理棟、

テニスコート、ロープ棟、ソフトボール場、木製運動施設などの施設により

構成されていましたが、年数の経過とともに施設の老朽化が進むとともに時

代によるニーズの変化なども影響して、木製運動施設やロープ棟は早くに撤

去し、テニスコートは施設の腐食によって平成２５年度から、ソフトボール

場はグラウンドの水はけの悪さにより平成２８年度から一般の使用を休止し

ている状況であります。この円山総合運動公園の機能の回復のための施設整

備にあっては、相当の費用が必要となること、また、費用を掛けて公園機能

を回復したとしても施設の利用者を見込むのは、大変厳しい状況にあると考

えております。また、毎年の維持管理費もかさんでいくのではないかと懸念

しております。これらのことから、円山総合運動公園の目的、町民の体力維

持、増進及び憩いの場としての自然風景地を保護することを目的とした円山

総合運動公園の機能については、町内の他の公共施設等において継承するこ

ととして、本年３月３１日をもって円山総合運動公園を廃止することをご提

案させていただくものです。なお、この公園の跡地については、当面、円山

公園エリアとして草刈り等最低限の管理を行いつつ、有効な利活用について

検討してまいりたいと思っています。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。 

○ 議長 堀  広一 大釜 登議員。 

○ 議員 大釜  登 最近、この公園は利用者がないこと、それから、遊具

等については、撤退していますが、管理棟がありますが、この扱いについては

将来的には解体撤去することを考えているのか。それから、毎年あそこでマウ

ンテンバイクの競技をやっていますが、それについても今後は使用させないか

たちで進んでいくのか。２点についてお聞きします。 

○ 議長 堀  広一 副町長。 

○ 副町長 堀  光一 １点目の管理棟についてですが、管理棟については
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すぐに撤去することは考えておりません。後段の質問にありましたが、過去に、

昨年または一昨年にマウンテンバイクのイベントで活用していただきました。

そのように本来の円山総合運動公園としての機能ではないイベント等での活

用は、できる限りそこが使えるとすれば使っていただきたいと思っています。

それに関連して、管理棟等も使用する場合がありましたら、そこも使用してい

ただくことを考えており、今すぐに管理棟を撤去する考えはありません。それ

と、なるべく多目的な利用に応えられるのであれば、応えていきたいと考えて

おります。以上です。 

○ 議長 堀  広一 大釜 登議員。 

○ 議員 大釜  登 説明で分かりました。マウンテンバイクは他所からお

客さんがかなり来ますので、月形の公園を使ってイベントをすることは温泉も

利用されると思うので、続けていただければありがたいと思います。答弁はい

りません。 

○ 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１５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 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２０番 議案第１６号 町道路線の廃止について、日程２１番 議案

第１７号 財産の無償貸付について 

○ 議長 堀  広一 日程２０番 議案第１６号 町道路線の廃止について、

日程２１番 議案第１７号 財産の無償貸付については、関連がありますの

で、一括議題といたします。 

提出者の説明を求めます。 

○ 議長 堀  広一 副町長。 

○ 副町長 堀  光一 議案書２９１ページ、議案第１６号 町道路線の廃

止について、ご提案、ご説明申し上げます。次の町道路線を廃止したいので、

道路法第１０条第３項の規定により、ご提案させていただきます。記以下で

すが、路線番号８５、路線名 神園町南線、起点 月形町２５１番の１地先

から、終点 月形町字神園町１０８０番の１地先、総延長 ８４．００ｍで

あります。この町道路線の廃止の理由ですが、本町道路線の敷地部分、面積

７７０平方メートルになりますが、株式会社ホーマックニコットが建設を予
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定する仮称ホームコンビニ・ホーマックニコット月形店、予定では本年５月

着工で８月中旬に完成予定と聞いていますが、ホーマックニコット月形店の

敷地に掛かる一部であり、町としてはその土地を株式会社ホーマックニコッ

トに貸付する考えにあることから、町道路線を廃止して普通財産に移管する

ものであります。議案１６号については、以上です。 

  続きまして、議案書２９３ページ、議案第１７号 財産の無償貸付につい

てです。議案第１６号で町道路線を廃止して普通財産に移管した土地につい

て無償貸付をしたいというものです。財産の無償貸付については、地方自治

法第９６条第１項第６号の規定により、次のとおり財産を無償で貸付けるこ

とについて議会の議決を求めるご提案でございます。記以下ですが、無償貸

付の財産は、普通財産である土地であります。所在 月形町字神園町１０８

１番、面積 ７７０㎡、株式会社ホーマックニコットが建設を予定する仮称

ホーマックコンビニ・ホーマックニコット月形店の敷地の一部となるもので

す。２無償貸付の目的ですが、この仮称ホームコンビニ・ホーマックニコッ

ト月形店が開店することにより、交通手段を持たない高齢者等の買物弱者対

策など、町民の利便性の向上及び雇用の創出を図ることができるものとして、

無償貸付を行うものです。３無償貸付の相手方ですが、札幌市厚別区厚別中

央３条２丁目１番４０号、株式会社ホーマックニコット、代表取締役 氏家

智であります。４無償貸付の条件ですが、無償で貸付する土地と隣接地の機

能交換を行い、町道神園町南線に代わる道路を維持することを条件とするも

のです。現在の町道神園町南線は、未舗装の状態であり冬期間は除雪も行っ

ておらず、通行もできません。その場所がホーマックニコット月形店の駐車

場として整備される予定であり、国道から町道大川岸通線への通り抜けも可

能となるものです。５無償貸付の期間ですが、平成３０年４月１日から平成

６０年３月３１日までの３０年間とするものです。これは、月形町財務規則

で規定する普通財産の貸付期間の規定がありまして、そこに頑丈な建物又は

工作物の所有を目的とする土地の貸付期間は、３０年以内とするという規定

がございます。これを勘案しての貸付期間です。なお、無償貸付の目的や条

件に係わる補足ですが、町財務規則に基づき本地の貸付料を積算すると年額

１３万７,９８４円と算定されます。このような出店・開店があった場合、一

部の他の市町村では建物の固定資産税の免除や土地の貸付使用料の減額更に

は周辺道路の整備や敷地造成費用の負担などの支援を講じているようです。

本町には、現在のところそのような施策は整備されてございません。また、

建物に対する固定資産税収入は、年額１５０万円程度、更に法人税収入もそ

の他に見込まれます。これらのことを踏まえた結果、町民皆さんが受けるメ

リットは、普通財産の無償貸付に値するものとして今回のご提案をさせてい
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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１６号及び議案第１７号は、原案のとおり可決

することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」

の声あり） 

○ 議長 堀  広一 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。   （午後 ２時１０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 ２時２０分再開） 

 

◎ 日程２２番 平成３０年度町政執行方針、日程２３番 平成３０年度教育

行政執行方針 

○ 議長 堀  広一 日程２２番 平成３０年度町政執行方針、日程２３番 

平成３０年度教育行政執行方針を一括議題といたします。 

○ 議長 堀  広一 最初に、平成３０年度町政執行方針の説明を求めます。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 町政執行方針を朗読説明する。 

 

○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午後 ３時０６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 ３時１５分再開） 

 

○ 議長 堀  広一 続いて、平成３０年度教育行政執行方針の説明を求め

ます。 

○ 議長 堀  広一 教育長。 

○ 教育長 松山  徹 教育行政執行方針を朗読説明する。 

○ 議長 堀  広一 以上で執行方針の説明を終わります。 

 

◎ 日程２４番 議案第１８号 月形町嘱託職員の就業等に関する条例の一部
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を改正する条例の制定について、日程２５番 議案第１９号 月形町国民健康

保険条例の一部を改正する条例の制定について、日程２６番 議案第２０号 

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、日程２７番 議案

第２１号 月形町北陽団地の分譲宅地販売促進に係る減額譲渡に関する条例の

制定について、日程２８番 議案第２２号 公の施設に係る指定管理者の指定

について【保養センターほか】、日程２９番 議案第２３号 平成３０年度月形

町一般会計予算、日程３０番 議案第２４号 平成３０年度月形町国民健康保

険事業特別会計予算、日程３１番 議案第２５号 平成３０年度月形町農業集

落排水事業特別会計予算、日程３２番 議案第２６号 平成３０年度月形町介

護保険事業特別会計予算、日程３３番 議案第２７号 平成３０年度月形町後

期高齢者医療特別会計予算、日程３４番 議案第２８号 平成３０年度国民健

康保険月形町立病院事業会計予算 

○ 議長 堀  広一 日程２４番 議案第１８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、日程２５番 議案第１

９号 月形町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、日程

２６番 議案第２０号 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、日程２７番 議案第２１号 月形町北陽団地の分譲宅地販売促進に

係る減額譲渡に関する条例の制定について、日程２８番 議案第２２号 公

の施設に係る指定管理者の指定について【保養センターほか】、日程２９番 

議案第２３号 平成３０年度月形町一般会計予算、日程３０番 議案第２４

号 平成３０年度月形町国民健康保険事業特別会計予算、日程３１番 議案

第２５号 平成３０年度月形町農業集落排水事業特別会計予算、日程３２番 

議案第２６号 平成３０年度月形町介護保険事業特別会計予算、日程３３番 

議案第２７号 平成３０年度月形町後期高齢者医療特別会計予算、日程３４

番 議案第２８号 平成３０年度国民健康保険月形町立病院事業会計予算、

以上、１１議案については、関連がありますので、一括議題といたします。 

提出者の説明を求めます。 

○ 議長 堀  広一 副町長。 

○ 副町長 堀  光一 それではご提案、ご説明申し上げます。議案第２３

号 平成３０年度月形町一般会計予算から議案第２８号 平成３０年度国民

健康保険月形町立病院事業会計予算まで、６会計の提案主旨については、町

政執行方針の予算大綱で申し上げたところでございます。また予算に関連す

る議案第１８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２２号 公の施設に係る指定管理者の指定に

ついて【保養センターほか】までの５件の議案につきましても合わせてご提

案させていただくものでございますので、宜しくご審議賜りますようお願い
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申し上げます。 

○ 議長 堀  広一 ただ今説明が終わりました。お諮りいたします。ただ

今上程されました平成３０年度各会計予算及び予算関連議案の審査について

は、議長を除く全員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審査

することにしたいと思います。 

  これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 

○ 議長 堀  広一 異議なしと認め、平成３０年度各会計予算の関連議案

として議案第１８号から議案第２２号までの５議案、平成３０年度各会計予算

として議案第２３号から議案第２８号までの６議案、合わせて１１議案につい

ては、議長を除く全員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審

査することに決定いたしました。 

お諮りいたします。３月７日から３月１２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１４日から予算特別委員会が終

了するまで休会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 異議なしと認め、３月７日から３月１２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１４日から予算

特別委員会が終了するまで休会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。   （午後 ３時３４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 ４時００分再開） 

 

○ 議長 堀  広一 この際、報告いたします。先ほど設置されました予算

特別委員会の委員長に楠 順一議員、副委員長に大釜 登議員が互選されまし

たので報告いたします。 

 

○ 議長 堀  広一 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

本日は、これをもって散会いたします。 

なお３月１３日の本会議は午前１０時から再開し、一般質問を行います。 

   （午後 ４時０１分散会） 

 


