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平成２５年第１回森町議会６月会議会議録（第２日目） 

 

平成２５年６月１２日（水曜日） 

                             開議 午前１０時００分 

                             休会 午後 １時４０分 

                            場所 森町議会議事堂 

〇議事日程 

  １ 会議録署名議員の指名                           

  ２ 議長諸般報告                               

  ３ 報告第 １号 専決処分した事件の報告について               

           平成２４年度森町一般会計補正予算（第１０号）        

  ４ 報告第 ２号 専決処分した事件の報告について               

           平成２４年度森町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）   

  ５ 報告第 ３号 専決処分した事件の報告について               

           平成２４年度森町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）  

  ６ 報告第 ４号 専決処分した事件の報告について               

           平成２４年度森町介護保険事業特別会計補正予算（第５号）   

  ７ 報告第 ５号 専決処分した事件の報告について               

           平成２４年度森町介護サービス事業特別会計補正予算（第５号） 

  ８ 報告第 ６号 専決処分した事件の報告について               

           平成２４年度森町港湾整備事業特別会計補正予算（第３号）   

  ９ 報告第 ７号 専決処分した事件の報告について               

           平成２４年度森町ホタテ未利用資源リサイクル事業特別会計補正 

           予算（第４号）                       

 １０ 報告第 ８号 専決処分した事件の報告について               

           平成２４年度森町国民健康保険病院事業会計補正予算（第４号） 

 １１ 報告第 ９号 平成２４年度森町一般会計繰越明許費に係る歳出予算の繰越につ 

           いて                            

 １２ 議案第 １号 森町非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正 

           する条例制定について                    

 １３ 議案第 ２号 森町長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例制定につ 

           いて                            

 １４ 議案第 ３号 森町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部 

           を改正する条例制定について                 

 １５ 議案第 ４号 半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する 

           条例の一部を改正する条例制定について            
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 １６ 議案第 ５号 森町手数料条例の一部を改正する条例制定について       

 １７ 議案第 ６号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について   

 １８ 議案第 ７号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について         

 １９ 議案第 ８号 路線の認定について                     

 ２０ 議案第 ９号 平成２５年度森町一般会計補正予算（第２号）         

 ２１ 議案第１０号 平成２５年度森町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）  

 ２２ 議案第１１号 平成２５年度森町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）   

 ２３ 議案第１２号 平成２５年度森町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号） 

 ２４ 議案第１３号 平成２５年度森町国民健康保険病院事業会計補正予算（第１号） 

 ２５ 諮問第 １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      

 ２６ 意見書案第１号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、「３０ 

            人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実な 

            ど２０１４年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向 

            けた意見書                        

 ２７ 意見書案第２号 地方財政の充実・強化を求める意見書            

 ２８ 意見書案第３号 原発のない北海道の実現を求める意見書           

 ２９ 意見書案第４号 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の早期制 

            定を求める意見書                     

 ３０ 議員派遣の件について                           

 ３１ 休会中の所管事務調査等の申し出について                  

 

〇出席議員（１６名） 

議長１６番 野 村   洋 君  副議長 １番 菊 地 康 博 君 

   ２番 山 田   誠 君      ３番 宮 本 秀 逸 君 

   ４番 松 田 兼 宗 君      ５番 前 本 幸 政 君 

   ６番 川 村   寛 君      ７番 西 村   豊 君 

   ８番 木 村 俊 広 君      ９番 堀 合 哲 哉 君 

  １０番 中 村 良 実 君     １１番 小 杉 久美子 君 

  １２番 長 岡 輝 仁 君     １３番 三 浦 浩 三 君 

  １４番 東   秀 憲 君     １５番 黒 田 勝 幸 君 

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇出席説明員 

   町     長    梶  谷  惠  造  君 

   副  町  長    片  野     滋  君 
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   会 計 管 理 者    澤  口  幸  男  君 

   監 査 委 員    池  田  勝  元  君 

   総 務 課 長    木  村  浩  二  君 

   総 務 課 参 事    佐 々 木  陽 市 郎  君 

   選挙管理委員会                  
   書記長兼監査    小 田 桐  克  幸  君 
   事務局書記長                  

   防災交通課長    落  合  浩  昭  君 

   契約管理課長    富  原  尚  史  君 

   企画振興課長    金  谷  孝  己  君 

   税 務 課 長    伊  藤     昇  君 

   収納管理課長    野  田  勝  正  君 

   保健福祉課長    山  田     仁  君 

   保健福祉課参事兼                  
              金  丸  由 起 子  君 
   保健センター長                  

   住民生活課長    竹  内     明  君 

   環 境 課 長    横  内  仁  司  君 

   農林課長兼農業                  
              島  倉  秀  俊  君 
   委員会事務局長                  

   水 産 課 長    黒  川  安  明  君 

   商工労働観光課長    菊  池  一  夫  君 

   商工労働観光課参事    新  田  清  文  君 

   建 設 課 長    小 井 田     徹  君 

   砂原支所長兼                  
              川  村  光  夫  君 
   地域振興課長                  
   町民サービス課長                  
              金  丸  義  樹  君 
   兼保健対策課長                  

   教 育 長    香  田     隆  君 

   学校教育課長    清  水  雅  信  君 

   社会教育課長    木  村  哲  二  君 

   体 育 課 長 兼                  
              谷  口  方  規  君 
   体 育 館 長                  

   給食センター長    久  保  康  人  君 

   図 書 館 長    若  松  幸  弘  君 

   公 民 館 館 長    金  丸  孝  也  君 

   生涯学習課長    中  島  将  尊  君 

   さくらの園・園長    釣     隆  吉  君 
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   病 院 事 務 長    柏  渕     茂  君 

   上下水道課長    石  島  則  幸  君 

   消  防  長    山  田  春  一  君 

   消 防 署 長    平  田     茂  君 

 

〇出席事務局職員 

   事 務 局 長    藤  田  司  志  君 

   議 事 係 長    村  本     政  君 

   庶 務 係 長    喜  田  和  子  君 

 

〇会議に付した事件 

  １ 報告第 １号 専決処分した事件の報告について               

           平成２４年度森町一般会計補正予算（第１０号）        

  ２ 報告第 ２号 専決処分した事件の報告について               

           平成２４年度森町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）   

  ３ 報告第 ３号 専決処分した事件の報告について               

           平成２４年度森町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）  

  ４ 報告第 ４号 専決処分した事件の報告について               

           平成２４年度森町介護保険事業特別会計補正予算（第５号）   

  ５ 報告第 ５号 専決処分した事件の報告について               

           平成２４年度森町介護サービス事業特別会計補正予算（第５号） 

  ６ 報告第 ６号 専決処分した事件の報告について               

           平成２４年度森町港湾整備事業特別会計補正予算（第３号）   

  ７ 報告第 ７号 専決処分した事件の報告について               

           平成２４年度森町ホタテ未利用資源リサイクル事業特別会計補正 

           予算（第４号）                       

  ８ 報告第 ８号 専決処分した事件の報告について               

           平成２４年度森町国民健康保険病院事業会計補正予算（第４号） 

  ９ 報告第 ９号 平成２４年度森町一般会計繰越明許費に係る歳出予算の繰越につ 

           いて                            

 １０ 議案第 １号 森町非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正 

           する条例制定について                    

 １１ 議案第 ２号 森町長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例制定につ 

           いて                            

 １２ 議案第 ３号 森町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部 

           を改正する条例制定について                 



 - 61 - 

 １３ 議案第 ４号 半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する 

           条例の一部を改正する条例制定について            

 １４ 議案第 ５号 森町手数料条例の一部を改正する条例制定について       

 １５ 議案第 ６号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について   

 １６ 議案第 ７号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について         

 １７ 議案第 ８号 路線の認定について                     

 １８ 議案第 ９号 平成２５年度森町一般会計補正予算（第２号）         

 １９ 議案第１０号 平成２５年度森町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）  

 ２０ 議案第１１号 平成２５年度森町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）   

 ２１ 議案第１２号 平成２５年度森町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号） 

 ２２ 議案第１３号 平成２５年度森町国民健康保険病院事業会計補正予算（第１号） 

 ２３ 諮問第 １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      

 ２４ 意見書案第１号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、「３０ 

            人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実な 

            ど２０１４年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向 

            けた意見書                        

 ２５ 意見書案第２号 地方財政の充実・強化を求める意見書            

 ２６ 意見書案第３号 原発のない北海道の実現を求める意見書           

 ２７ 意見書案第４号 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の早期制 

            定を求める意見書                     

 ２８ 議員派遣の件について                           

 ２９ 休会中の所管事務調査等の申し出について                  
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開議 午前１０時００分 

    ◎開議の宣告 

〇議長（野村 洋君） ただいまの出席議員数は16名です。定足数に達していますので、

議会が成立しました。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

〇議長（野村 洋君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、14番、東秀憲君、15番、黒田

勝幸君を指名します。 

 

    ◎日程第２ 諸般の報告 

〇議長（野村 洋君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

 地方自治法第121条の規定により、議長より説明のため会議に出席を求めた者及び本会に

出席の議会職員はお手元に配付のとおりであります。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第３ 報告第１号 

〇議長（野村 洋君） 日程第３、報告第１号 専決処分した事件の報告について、平成

24年度森町一般会計補正予算を議題とします。 

 本件について内容の説明を求めます。 

〇総務課長（木村浩二君） それでは、報告第１号 専決処分した事件の報告についてご

説明申し上げます。 

 本件は、平成24年度森町一般会計予算において補正を要することとなったので、地方自

治法第180条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、報告するものです。 

 まず、１ページをごらんください。本件につきましては、平成24年度森町一般会計補正

予算の第10回目となったものでございます。 

 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,670万6,000円を減額し、歳入歳出そ

れぞれ94億1,551万9,000円としたものでございます。 

 事項別明細書によりご説明申し上げます。本件は、一般会計予算の最終の補正となった

もので、各事業等の執行精査による増減補正が主な内容となっております。 

 まず、10ページ、11ページをお開き願います。歳入ですが、款１町税につきましては、

町民税を初め町税全体として3,989万7,000円を追加したものです。 

 次に、12ページからの款２地方譲与税から18ページの款11交通安全対策特別交付金まで

につきましては、交付額の最終確定により精査したものでございます。 
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 続いて、款12分担金及び負担金、款13使用料及び手数料、20ページからの款14国庫支出

金、22ページからの款15道支出金につきましては、各事務事業の執行精査により増減補正

をしたところです。 

 続いて、26ページからの款16財産収入、28ページの款17寄附金につきましては、それぞ

れ最終確定により精査したものでございます。 

 続いて、款18繰入金の財政調整基金１億1,453万8,000円は、調整財源として予算計上し

ておりましたが、繰り入れをすることなく減額をするものです。 

 続いて、款20諸収入から30ページの款21町債までは、各事務事業の執行精査によりそれ

ぞれ増減補正をしたところでございます。 

 続いて、32ページからの歳出について特徴的なものをご説明いたします。まず、34、35

ページの款２総務費、項１総務管理費、目４財産管理費、節25積立金の２億176万2,000円

は、財政調整基金に積み立てを行うものです。なお、財政調整基金につきましては、平成

24年度中の積み立て額が総額で２億324万6,000円となり、年度末現在高は20億4,316万

1,000円となるものでございます。 

 続いて、40ページ、41ページの款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費、節

28繰出金の4,035万8,000円は、国保会計の執行精査により減額をしたものです。 

 42、43ページの目４老人福祉総務費、節28繰出金の1,836万7,000円は、介護保険事業特

別会計と介護サービス事業特別会計の執行精査によりそれぞれ減額をしたものです。 

 44、45ページになりますが、目８後期高齢者医療費の特別会計の執行精査により繰出金

の減額をしたものです。 

 次に、50、51ページの款４衛生費、項２清掃費、目３清掃施設費、節11需用費の1,759

万4,000円の減額は、消耗品から修繕費までの執行精査によるものでございます。 

 以上で専決処分の主なものの報告とさせていただきます。 

〇議長（野村 洋君） これから質疑を行います。事項別明細書10ページからです。あり

ませんか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 質疑なしと認めます。 

 以上で報告第１号を終わります。 

 

    ◎日程第４ 報告第２号 

〇議長（野村 洋君） 日程第４、報告第２号 専決処分した事件の報告について、平成

24年度森町国民健康保険特別会計補正予算を議題とします。 

 本件について内容の説明を求めます。 

〇保健福祉課長（山田 仁君） それでは、報告第２号の専決処分した事件について説明

させていただきます。 

 本件は、平成24年度森町国民健康保険特別会計補正予算の第５回目となったものでござ
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います。 

 歳入歳出それぞれ6,200万2,000円を減額し、歳入歳出それぞれ29億6,932万1,000円にす

る専決処分です。 

 なお、専決処分した補正予算は、歳入歳出とも医療費と事業費が確定し、精査するもの

でございます。 

 以下、事項別明細書により説明いたします。６ページをお開き願います。歳入、款１国

民健康保険税、項１国民健康保険税446万の増額は、７ページ、説明欄のとおり滞納繰り越

し分保険税の収入増により補正するものです。 

 款３国庫支出金から10ページの款６道支出金は、額が確定しましたので、精査したもの

です。 

 款８繰入金、項１一般会計繰入金の4,035万8,000円の減額は、歳入歳出の確定に伴い一

般会計からの繰り入れを減額するものです。 

 続きまして、歳出の主なものについてご説明申し上げます。14ページをお開き願います。

14ページから16ページにかかる款１総務費は、人件費や事務費等を精査したものでござい

ます。 

 次に、16ページ中段から22ページ上段の款２保険給付費の補正は、給付費の確定に伴い

各欄説明のとおり精査したものです。 

 款３後期高齢者支援金等から26ページ中段、款８保健事業費は、それぞれ事業費を精査

したものです。 

 28ページの中段の款９諸支出金、項３繰出金は、国保直診勘定への繰出金で補助金の確

定により繰り出しを行うものです。内容といたしましては、救急患者受け入れ態勢の支援

に伴う費用となってございます。 

 以上、報告第２号の専決処分の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願

いします。 

〇議長（野村 洋君） これから質疑を行います。事項別明細書６ページからです。いい

ですか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 質疑なしと認めます。 

 以上で報告第２号を終わります。 

 

    ◎日程第５ 報告第３号 

〇議長（野村 洋君） 日程第５、報告第３号 専決処分した事件の報告について、平成

24年度森町後期高齢者医療特別会計補正予算を議題とします。 

 本件について内容の説明を求めます。 

〇保健福祉課長（山田 仁君） それでは、報告第３号の専決処分した事件について説明

させていただきます。 
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 本件は、平成24年度森町後期高齢者医療特別会計補正予算の第３回目となったものです。 

 歳入歳出それぞれ46万円を減額し、歳入歳出それぞれ２億978万9,000円とする専決処分

です。 

 以下、事項別明細により説明させていただきます。４ページをお開き願います。歳入、

款１後期高齢者保険料、項１後期高齢者保険料は、特別徴収保険料及び普通徴収保険料に

ついてそれぞれ精査したものです。 

 次に、款２使用料及び手数料、款３繰入金、款５諸収入は、事業の終了に伴いそれぞれ

精査したものです。 

 続いて、歳出について説明させていただきます。６ページをお開き願います。款１総務

費については、人件費、事務費の精査により減額となっております。 

 次に、款２後期高齢者医療広域連合納付金の51万8,000円は、歳入において保険料収入の

増額に伴い増額となったものでございます。 

 以上、報告第３号の専決処分の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願

いします。 

〇議長（野村 洋君） これから質疑を行います。事項別明細書４ページからです。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 質疑なしと認めます。 

 以上で報告第３号を終わります。 

 

    ◎日程第６ 報告第４号 

〇議長（野村 洋君） 日程第６、報告第４号 専決処分した事件の報告について、平成

24年度森町介護保険事業特別会計補正予算を議題とします。 

 本件について内容の説明を求めます。 

〇保健福祉課長（山田 仁君） それでは、報告第４号の専決処分した事件について説明

させていただきます。 

 本件は、平成24年度森町介護保険事業特別会計補正予算の第５回目となったものです。 

 保険事業勘定の歳入歳出それぞれ5,744万9,000円を減額し、歳入歳出それぞれ15億8,453

万6,000円にしようとする専決処分とサービス事業勘定の歳入歳出にそれぞれ33万5,000円

を追加し、歳入歳出それぞれ768万6,000円にしようとする専決処分です。 

 以下、事項別明細書により説明を申し上げます。保険事業勘定の歳入から説明させてい

ただきます。６ページをお開き願います。款１保険料は、特別徴収、普通徴収保険料につ

いてそれぞれ精査したものです。 

 中段の款４国庫支出金から10ページの款８繰入金は、介護保険サービス費用の確定に伴

い、それぞれ精査したものです。 

 続きまして、歳出について説明させていただきます。12ページをお開き願います。款１

総務費、項１総務管理費から項５計画策定費につきましては、人件費や委託料等を精査し
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たものです。 

 次に、14ページから20ページ上段の款２保険給付費につきましては、介護保険サービス

費用の確定に伴い精査したものです。 

 款４地域支援事業費は、主に包括支援センターに係る経費でございます。事業精査によ

り減額となっております。 

 24ページをお開き願います。サービス事業勘定について説明させていただきます。この

事業勘定は、包括支援センターが行っております居宅介護支援事業に係る会計となってご

ざいます。 

 歳入、款１サービス収入、項１予防給付費収入、目１居宅支援サービス計画費収入の33

万5,000円の増額は、サービス計画の作成増に伴い北海道国保連合会より支払われた報酬分

です。 

 26ページをお開き願います。歳出、款２諸支出金、項１繰出金、目１保険事業勘定繰出

金の43万2,000円の増額は、サービス計画作成収入増額分を保険事業勘定へ繰り出したもの

です。 

 以上、報告第４号の専決処分の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願

いします。 

〇議長（野村 洋君） これから質疑を行います。事項別明細書６ページからです。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 質疑なしと認めます。 

 以上で報告第４号を終わります。 

 

    ◎日程第７ 報告第５号 

〇議長（野村 洋君） 日程第７、報告第５号 専決処分した事件の報告について、平成

24年度森町介護サービス事業特別会計補正予算を議題とします。 

 本件について内容の説明を求めます。 

〇さくらの園・園長（釣 隆吉君） それでは、報告第５号 専決処分した事件の報告に

ついてご説明申し上げます。 

 本案は、平成24年度森町介護サービス事業特別会計補正予算の第５回目となるものでご

ざいます。 

 歳入歳出それぞれ1,156万4,000円を減額いたしまして、歳入歳出それぞれ２億2,323万

9,000円にしようとするものでございます。 

 事項別明細書の４ページ、５ページをお開き願います。歳入の款１サービス収入、項１

介護給付費収入、目１施設介護サービス収入の減額と、それから目２居宅介護サービス費

収入の増額、それから次の項２自己負担金収入、目１自己負担金収入の減額に関しまして

は、入園者の入院等による増減でございます。 

 下段の款３繰入金、一般会計繰入金で調整するという形をとってございます。 
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 続きまして、６ページから７ページの款５諸収入の雑入でございますが、これは介護実

習費が主なものでございます。 

 次に、８ページから11ページにかけての歳出でございます。上段の款１総務費、項１施

設管理費、下段の款２事業費、項１施設介護サービス事業費につきましては、人件費並び

に需用費、委託料等の精査をしたものでございます。 

 以上、報告第５号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し

上げます。 

〇議長（野村 洋君） これから質疑を行います。事項別明細書４ページからです。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 質疑なしと認め、以上で報告第５号を終わります。 

 

    ◎日程第８ 報告第６号 

〇議長（野村 洋君） 日程第８、報告第６号 専決処分した事件の報告について、平成

24年度森町港湾整備事業特別会計補正予算を議題とします。 

 本件について内容の説明を求めます。 

〇建設課長（小井田 徹君） 報告第６号の専決処分した事件についてご説明申し上げま

す。 

 本件は、平成24年度森町港湾整備事業特別会計の第３回目の補正予算となったものでご

ざいます。 

 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７万4,000円を減額し、歳入歳出の総額

を411万3,000円とする専決処分でございます。 

 以下、事項別明細書によりご説明いたします。４ページ、５ページ、歳入、一般会計繰

入金の減額です。 

 ６ページ、７ページの歳出、普通旅費の減額等でありますが、通常の維持管理に係るも

のでございます。 

 以上、報告させていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（野村 洋君） これから質疑を行います。事項別明細書４ページからです。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 質疑なしと認めます。 

 以上で報告第６号を終わります。 

 

    ◎日程第９ 報告第７号 

〇議長（野村 洋君） 日程第９、報告第７号 専決処分した事件の報告について、平成

24年度森町ホタテ未利用資源リサイクル事業特別会計補正予算を議題とします。 

 本件について内容の説明を求めます。 

〇水産課長（黒川安明君） 報告第７号 専決処分した事件の報告についてご説明申し上
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げます。 

 本件は、平成24年度森町ホタテ未利用資源リサイクル事業特別会計の第４回目の補正予

算となったものでございます。 

 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ862万7,000円を減額し、歳入歳出の総

額を4,088万5,000円とする専決処分でございます。 

 以下、事項別明細書によりご説明いたします。まず、歳入についてご説明いたしますの

で、４ページ、５ページをお開きください。款２使用料及び手数料、項１使用料、目１リ

サイクル施設使用料830万9,000円の減額につきましては、ウロ受け入れ量の減量によるも

のでございます。 

 款３財産収入、項２財産売払収入、目１物品売払収入31万8,000円の減額につきましては、

ウロ乾燥製品の減量によるものでございます。 

 次に、歳出についてご説明いたします。６ページ、７ページをお開きください。款１総

務事業費、項１総務事業費、目１総務事業費862万7,000円の減額につきましては、職員手

当、需用費、委託料及び積立金の精査によるものでございます。 

 以上、報告第７号の専決処分事件についてご報告させていただきます。ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

〇議長（野村 洋君） これから質疑を行います。事項別明細書４ページからです。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 質疑なしと認めます。 

 以上で報告第７号を終わります。 

 

    ◎日程第１０ 報告第８号 

〇議長（野村 洋君） 日程第10、報告第８号 専決処分した事件の報告について、平成

24年度森町国民健康保険病院事業会計補正予算を議題とします。 

 本件について内容の説明を求めます。 

〇病院事務長（柏渕 茂君） それでは、報告第８号、専決処分した事件についてご報告

申し上げます。 

 平成24年度森町国民健康保険病院事業会計予算中、国庫補助金にかかわる収入及び不納

欠損金にかかわる支出予算の補正を要することとなりましたので、地方自治法第180条第１

項の規定により処分したものでございます。 

 １ページをお開き願います。収益的収入でございますが、第２項医業外収益394万4,000

円と第３項特別利益13万5,000円を補正し、病院事業収益を11億67万9,000円とするもので

ございます。 

 収益的支出でございますが、第１項医業費用235万9,000円と第４項特別損失31万円を補

正し、病院事業費用を10億6,183万8,000円とするものでございます。 

 以下、３ページの事項別明細書にてご説明いたします。収入でございますが、項２医業
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外収益、目５国庫補助金394万4,000円は、年度末に決裁いたしました国保調整交付金、救

急患者受け入れ態勢支援事業、夜間、休日の医師確保経費と項３特別利益、目２過年度損

益修正益13万5,000円は、４月に確定いたしました外来収益、窓口現金横領事件に伴う平成

23年度分の弁済額の収益計上でございます。 

 支出でございますが、項１医業費用、目５資産減耗費235万9,000円は、全自動錠剤分包

機と全自動便器洗浄消毒器の除去に伴う価値減少を費用計上するものと項４特別損失、目

１不納欠損金31万円は、平成19年度医療費未収金であり、原因といたしましては生活困窮、

転居による居所不明、死亡が主なものでございます。 

 以上、報告第８号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

〇議長（野村 洋君） これから質疑を行います。事項別明細書３ページからです。ない

ですか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 質疑なしと認めます。 

 以上で報告第８号を終わります。 

 

    ◎日程第１１ 報告第９号 

〇議長（野村 洋君） 日程第11、報告第９号 平成24年度森町一般会計繰越明許費に係

る歳出予算の繰越についてを議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

〇総務課長（木村浩二君） それでは、報告第９号についてご説明申し上げます。 

 本件は、平成24年度森町一般会計繰越明許費に係る歳出予算の繰越についてであります。 

 ２ページをごらんください。款２総務費、項１総務管理費の事業名、Ｊアラート緊急整

備事業から款８土木費、項６住宅費の町営住宅屋根改修事業まで５つの事業、１億1,682

万3,000円を翌年度へ繰り越したものでございます。 

 繰り越しの理由につきましては、国の補正予算の成立により当町も今年の３月議会にお

いて繰越明許費の設定と補正予算の議決をいただきましたが、時期的にも事業執行が困難

なため、平成25年度に繰り越しをしたものでございます。 

 以上です。 

〇議長（野村 洋君） 説明が終わりました。 

 質疑はございますか。よろしいですか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 質疑なしと認めます。 

 以上で報告第９号を終わります。 

 

 ◎日程第１２ 議案第１号 
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〇議長（野村 洋君） 日程第12、議案第１号 森町非常勤職員の報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

〇総務課長（木村浩二君） それでは、議案第１号についてご説明申し上げます。 

 本案は、森町非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定

についてであります。 

 裏面をごらん願います。各種委員等の退職に係る報酬等について、従来退職月の１日に

在職していれば、その月の全額を支給していたものを退職日までの日割り計算による支給

に改めることと、委員が死亡したときはその月の全額を支給することに改正しようとする

ものです。資料ナンバー１を提出しておりますので、ご参照願います。 

 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

〇議長（野村 洋君） これから質疑を行います。よろしいですか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 質疑を終わります。 

 討論を行います。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 討論を終わります。 

 これから議案第１号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 異議なしと認めます。 

 日程第12、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１３ 議案第２号 

〇議長（野村 洋君） 日程第13、議案第２号 森町長等の給与等に関する条例等の一部

を改正する条例制定についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

〇総務課長（木村浩二君） それでは、議案第２号についてご説明申し上げます。 

 本案は、森町長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例制定についてでありま

す。 

 裏面をごらん願います。各種委員及び職員の報酬や給料の支給に関する改正と国家公務

員の給与削減に対し、地方公務員もこれに準ずるよう要請があったことに伴い、特別職及

び一般職の給料を平成25年７月から平成26年３月までの９カ月間、それぞれ一定の額を削

減しようとするものです。資料ナンバー２を提出しておりますので、ご参照願います。 

 まず、第１条は、町長及び副町長の就任及び退任時の給料を日割り計算による支給に改

めることと、特別職が死亡したときはその月の全額を支給することに改正しようとするも
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のです。また、町長及び副町長の給料月額を５％削減しようとするものでございます。 

 第２条は、教育長の給料月額を５％削減しようとするものです。 

 第３条は、職員の退職時の給料を日割り計算による支給に改めることと、職員が死亡し

たときはその月の全額を支給することに改正しようとするものです。また、職員の給料月

額を給料表１級の職員は２％、２級及び３級の職員は３％、４級及び５級の職員は4.7％、

６級の職員は５％をそれぞれ削減しようとするものです。 

 第４条は、病院の院長を初め医師の給料月額を５％削減しようとするものです。 

 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

〇議長（野村 洋君） これから質疑を行います。 

〇９番（堀合哲哉君） 町長のお考えだけお聞きしたいなと思っております。 

 私にいろんな話、組合との話し合いもされましたということもお聞きしております。結

果的には妥結という方向で今回こういう制定になったと思うのですが、そもそも公務員の

給与の問題なのですが、町長は行政報告の中で今回のいわゆる自治体職員の給与の削減、

国家公務員は7.8％ということなのだけれども、これをあらかじめ交付税の削減をしてくる

こと自体、非常にこれについては不満だという表現をされました。今回下げる理由が住民

サービスへの影響を考えて給与の引き下げをやむを得なくやるのだと、こういうことを述

べられました。それで、町長にお聞きしたいのですが、これだけ削られれば住民サービス

への影響というのは相当出るのだと思うのですが、でもそれは町として必ずしも例えば国

で交付税4,000万削った、あるいは3,000万削ったから、それに準じて住民サービスもすぐ

削っていくのだという姿勢では、私は行政としてはこれは全然話にもならないと思ってい

ますので、その辺の認識をひとつお聞かせいただきたい。 

 それと、地方公務員の給与、私はすごくたくさんの給与をもらっていると思っていない

一人でございます。実は、この公務員給与の引き下げというのは、これは期限つきではご

ざいますけれども、結局引き下げるということは地域の労働者の賃金にも全部はね返りが

来るのだと。だから、公務員給与というのは高いのではなくて逆に地域給が低い。やっぱ

りその引き上げをしていかない限り、結局はこの不景気の世の中で公務員が狙い撃ちされ

て、下げることによって国民全体の給与が下がるという、そういう悪循環を招くおそれが

あるわけであります。ですから、今回の給与の引き下げは本来私はすべきではないと思っ

ておりますけれども、ただその辺の部分の町長の公務員給与、今支給している給与、これ

についてどのようなお考えをお持ちなのか。 

 それと、今それに準じてもう一点お聞きしたい。特別職も一緒に減額、この意味合いは

こういう部分、職員に対する給与の減額をお願いするから、特別職も給与を下げなければ

いけないと、多分そういうことだと思うのですけれども、特別職の給与を下げて、この間

は不祥事で多分６カ月は、６月は一月だけれども、減額されておりますね。みずから身を

切った。また、７月以降あるわけですね。それで、不祥事問題ってあと２つ残っているの

です。町長は我々に対して、一つ一つ片づいた段階でみずからも処分していきたい旨の発



 - 72 - 

言をされているので、だからその辺十分検討された上で今後対応していかないと、特別職

の給与をどんどん、どんどん下げればいいという話ではないのです。だからその辺を、ご

自身のことになるからなかなか答えにくい部分があるかと思いますけれども、その辺お聞

かせいただきたいなと。よろしくお願いしたいと思います。 

〇町長（梶谷惠造君） 堀合議員のご質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 昨日も行政報告の中でお話しさせていただきました。やはり国、地方に対する強要とい

うことで給与の減額に対しては不満だという表現をさせていただきました。まさにもっと

も条件をつけながら地方交付税を削減するというのは、できれば避けていただきたい、そ

ういう国に対しての施策だったと、そのように私は思っております。ただ、それが削減さ

れたからといって住民サービスを低下させる直接の要因にはならないのかなと。どこかで

吸収しながら町民に対するサービスを提供していかなければならないとは思いますが、当

初予算の編成する時点に当たって、この事前にある程度の情報は伝わっておりましたもの

ですから、今回は職員組合ともいろいろと交渉をさせていただきました。当初は、もう少

し高いパーセントだったのですけれども、やはり職員組合さんのほうからも若い職員、ま

た管理職と、いろいろ報酬にもばらつきがあると、一律でカットされるのでは前回３年間、

昨年の３月まで協力した、そういったことも考えていただきたいということでお互いに協

力し、歩み寄ったところ、最終的な組合との妥結に至ったということで取り決めました。

今後このサービス、住民サービスに対する部分というのは何がしか余裕を持って、職員給

与を削減しないまでも提供できるような形をとっていきたいなと、そのように思うわけで

ございますけれども、やはりいたし方ない部分につきましては一方的にするということで

はなく、相談をしていきながらこういった手法もとる可能性もあるということでございま

す。ただし、これにつきましては来年の３月31日までということで期限を区切って、そし

て一般財源に穴をあけないような手だてをとらせていただきました。 

 また、地域給、給与についてでございますけれども、これは地方自治体の職員の報酬が

低いということではなくて、それ以外の一般的な町、それから地域の経済が疲弊したとい

うほうが私は強いという認識がございます。ただし、それに対する格差が余りにも大きい

ために地方自治体の職員が悪者のように扱われている、そういう実態があろうかなと思い

ます。この部分につきましては、住民に対する充実したサービスを提供することによって

この了解、それから町民の方々にも理解が得られるのかなと、そのように感じております

ことから、これは何とか地域の経済を底上げするような方策をとっていきながら解決に向

けていきたいなと、そのように思っております。なるべく報酬は下げるような手だてはと

りたくはないと、そのように基本的に思ってございます。 

 さらに、特別職の報酬についてでございますけれども、今後の話になりますが、今の特

別職の報酬が今現在かなり古い状態のままで暫定で今年の３月まで報酬をいただいており

ました。正規なと申しますか、基本的な報酬が今一体どこがふさわしいのかというのがち

ょっと定かではございません。今後は、そのような部分も含めたちょっと報酬等審議会の
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取り組みも要請する予定もございますが、今現在今回このような国からの強要とも言える

ような……強要ですよね。そういった減額に対しては、職員だけに無理を強いるわけには

いきませんので、私どももそれに応じた削減率を３月まで適用させていただきたいと、そ

のように考えるところでございます。後日は、改めて適正な部分がどこなのかということ

を模索をしながら今後諮問をしていきたいなと、そのように思いますことを申し上げまし

て答弁とさせていただきます。 

 以上でございます。 

〇９番（堀合哲哉君） ありがとうございます。 

 それで、１点だけ、簡単なことでございます。総務課長、お願いします。結局地方交付

税、この給与分、これ計算されていると思うし、国から示されたのでしょうか。町で計算

されてその数字がこのぐらいと出たのでしょうか。その数字とともにご説明いただきたい

と思います。 

〇総務課長（木村浩二君） お答えいたします。 

 地方交付税の算定はこれからになるわけですけれども、国から特別に算定方式が示され

てきたわけではありません。ただ、情報としてこういう形になるのだよというものが示さ

れまして、その中でうちもそれに当てはめて計算をしたというところで、あくまでもこれ

は試算ということになってございます。この試算によりますと、交付税が約4,000万減額さ

れるということになってございます。それをもって、今回この交付税の減額の見合い分を

給与削減をお願いしたというところでございます。 

〇２番（山田 誠君） ３点ほどお聞きしたいと思います。 

 今堀合議員のほうからも出ましたけれども、地方交付税に対して削減をするということ

は国の押しつけでとんでもないことだなと、なぜ自治体に負わせなければならないかとい

うことは私も同感でございますけれども、１つは森町の給与体系がどうなっているかとい

うことが１つあるのですが、今回の条例改正がなされた場合に森町のラスパイレスはどの

程度になるのか。 

 それから、２つ目は、国の数字に合わせるのは結構だと思うのですが、私個人的に思う

には職員が若くして昇格される、それに伴って昇給するという部分でのラスパイのアップ

も考えられないかなという気もあるわけなので、その辺がどういうふうになっているのか。 

 それから、国で今年度、25年度に地方交付税、前年比4,000億削減するということなので

すけれども、今森町の給与を削減した場合に例えばラスパイレスが100をオーバーした場

合、予定では101.7ぐらいになるのだけれども、この100以下でなくて100以上になった場合

はその部分にもペナルティーがあるのかないのか、その辺わかる範囲で結構ですので、お

答え願いたいと思います。 

〇総務課長（木村浩二君） お答えいたします。 

 この給与の削減がされた場合のラスパイレスでございますが、これはあくまでも今の現

段階での試算でございますが、101前後になるだろうということで計算をしてございます。 
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 また、このラスパイに若い年齢で昇格した場合、影響があるのかということですが、こ

れはラスパイの計算上、各階層があります。この階層によってラスパイが計算されるわけ

ですが、数名の昇格であればそんなに影響はないだろうというふうに私は思っております。

これがたくさんの人数がなった場合には、それなりに影響はあるとは思います。 

 それから、ラスパイについてのペナルティーでございますが、これについては国は明確

にペナルティーを科すとは言っておりません。また、我々もそういうことはないだろうと

いうふうに思っているところでございます。 

 以上です。 

〇２番（山田 誠君） あくまでも試算的な段階でしょうけれども、私はやっぱり職員の

給与をカット、削減されるということになると職員の士気高揚の低下をちょっと危惧して

いるわけなので、今の総務課長の話ではペナルティーの話がまだ確定的ではないと言うけ

れども、前回と同様必ず締めつけが来るだろうと、私はそういうふうに思っているので、

できればやはり出ない、101.幾らぐらいになると思うのだけれども、出ないような使い方

をこれから今後考えていくべきでないかなと、私はそう思うのです。その都度また変われ

ば削減をしなければならないということには私はならないと、やっぱり経常的にいくべき

だろうと、そういうふうに思っております。たまたまこの条例が可決されて、結果的にま

たマスコミが全道的に出すだろうと思いますけれども、そのときに森町がまた幾ら幾ら出

ましたと、何で森が高いのだということになった場合にそれなりの理由があるのかないの

かということがちょっと心配されていますので、それで私は先ほど言ったように若手の昇

格等については総務課長は余り影響がないのではないかという判断ですけれども、たまた

ま私見る限り森町は若手の方々の昇格が早いと思っていますので、その影響は相当あるの

でないかなというふうに思っていますので、その辺ももう少し分析すべきだろうと思いま

す。その辺で、ラスパイが先ほど言ったようにマスコミで出た場合にはどういう対応をす

るかということをちょっとお答え願いたいと思います。 

〇総務課長（木村浩二君） 確かに山田議員おっしゃるとおり、ラスパイが国に比べて高

かった場合、これは報道等には当然出るかと思います。高い低いにかかわらず、今回給与

削減を行ったかどうかという市町村のマスコミ報道がこれはあるのではないかというふう

に予想してございます。その中で私どもが考えるのは、国が減額したものに対して森町の

給与を比べた場合に106になるということでございます。これが国公準拠で今給与体系をし

いておりますので、国のもとの給料に比べるとうちは100を切るということになってござい

ます。そういう観点から、例えばラスパイがちょっと出たにしてもマスコミのほうにはそ

の辺を強く説明していきたいなというふうに思ってございます。 

〇13番（三浦浩三君） 先ほどの堀合さんの質問に対して町長の答弁の中に報酬等審議委

員会、この話が出ましたので、そこで今ここに外部の委員ということで監査委員もいらっ

しゃいますけれども、そのほかの附属機関の各種の審議委員とか、そういう人方の部分と

か、申しわけないなと思いながらも我々議会議員というもののそういうものまでも網羅し
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た幅広い検討というもの、これほとんど10年も15年も開かれていないような気がするもの

ですから、こういうものは常に時限制をもって２年なり３年なり、もしくは長いスパンで

も５年に１遍はやはり見直すべきものでないかなと思うものですから、その辺の取り組み

の姿勢というもの、もし考えがあれば示してもらいたいなと、そう思いますので。 

〇議長（野村 洋君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時４８分 

再開 午前１０時４９分 

 

〇議長（野村 洋君） 休憩を解いて会議を再開いたします。 

〇総務課長（木村浩二君） 報酬等審議会については、これから設置をして諮問をして答

申をいただくという運びで今予定をしてございます。その前段で今三浦議員おっしゃった

ことも検討させていただきたいというふうに思います。その結果、現状維持ということも

あり得ますので、その辺はご理解いただきたいと思います。 

〇15番（黒田勝幸君） 一応減額率が示されたわけでございまして、それぞれ等級により

まして減額率が違うわけなのですけれども、これを見ますといわゆる４月１日から来年の

３月31日までの９カ月間ということで特例期間と、こういうことになっていますね。それ

で、この職員の方々のそれぞれパーセンテージ違うのだけれども、平均にしたら何％にな

るものか。それと、この９カ月間で総額で金額的に幾らになるものか。総務課長は、今交

付税のかかわりで4,000万ぐらい減額されるのかなというような発言がありました。それが

これ９カ月で4,000万なものか、森町としてですよ。その辺の数字をまず把握していました

らお知らせ願いたいと。お願いします。 

〇総務課長（木村浩二君） お答えいたします。 

 まず、職員の平均抑制率でございますが、平均で3.91％の削減率になります。また、金

額でございますが、抑制額は年額で4,000万と試算しているところでございます。 

 以上です。 

〇15番（黒田勝幸君） 今、年額という言葉を使われたのだけれども、これは今限定で９

カ月ですよね。９カ月を年額という捉え方でよろしいのですか、それとも年額といえば12

カ月になるのだけれども、その辺いかがですか。 

〇総務課長（木村浩二君） お答えいたします。 

 失礼いたしました。先ほど言った年額というのは９カ月分でございます。 

〇４番（松田兼宗君） ラスパイレス指数のことでちょっとお聞きします。先ほど1.1だと

いうふうに言っていたのですが、それは新聞報道、ちょっとはっきりした記憶ないのです

が、最近の道新の新聞報道の中で101と出ていたと記憶しているのです、その記事が。それ

というのは、もう既にこれを考慮したときの、この条例が通るのを前提にして出したとい

う、新聞報道の情報提供したというふうな意味でとっていいのですか。 
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〇総務課長（木村浩二君） そのとおりでございます。 

〇議長（野村 洋君） ほかにございますか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 質疑を終わります。 

 討論を行います。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 討論を終わります。 

 これから議案第２号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 異議なしと認めます。 

 日程第13、議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

 

 ◎日程第１４ 議案第３号 

〇議長（野村 洋君） 日程第14、議案第３号 森町過疎地域における固定資産税の課税

免除に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

〇税務課長（伊藤 昇君） 議案第３号 森町過疎地域における固定資産税の課税免除に

関する条例の一部を改正する条例制定についてご説明いたします。 

 本案は、租税特別措置法の一部改正に伴い、森町過疎地域における固定資産税の課税免

除に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。 

 それでは、改正点につきましてご説明いたします。裏面をご参照願います。第３条の一

部を改正しようとするものです。内容につきましては、資料ナンバー３といたしまして新

旧対照表を提出しておりますので、ごらん願います。第３条中の租税特別措置法第12条第

１項の表の第２号または同法第45条第１項の表の第２号を同項表の改正により第12条第１

項及び第45条第１項に改め、条文の整理をしようとするものでございます。 

 議案に戻りまして、附則についてご説明いたします。この条例は、公布の日から施行し、

平成25年４月１日から適用するものです。 

 以上で説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（野村 洋君） これから質疑を行います。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 質疑を終わります。 

 討論を行います。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 討論を終わります。 

 これから議案第３号を採決します。 
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 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 異議なしと認めます。 

 日程第14、議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

 11時５分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５５分 

再開 午前１１時０５分 

 

〇議長（野村 洋君） 休憩前に続き会議を再開いたします。 

 

 ◎日程第１５ 議案第４号 

〇議長（野村 洋君） 日程第15、議案第４号 半島振興対策実施地域における固定資産

税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

〇税務課長（伊藤 昇君） 議案第４号 半島振興対策実施地域における固定資産税の不

均一課税に関する条例の一部を改正する条例制定についてご説明いたします。 

 本案は、租税特別措置法の一部改正に伴い、半島振興対策実施地域における固定資産税

の不均一課税に関する条例の一部を改正しようとするものです。 

 それでは、改正点につきましてご説明いたします。裏面をご参照願います。第２条第２

号及び第３条第２号の一部を改正しようとするものです。内容につきましては、資料ナン

バー４といたしまして新旧対照表を提出しておりますので、ご参照願います。第２条第２

号及び第３条第２号中の租税特別措置法第12条第１項の表の１号もしくは第２号または同

法第45条第１項の表の第１号もしくは第２号同項表の改正により第12条第１項及び第45条

第１項に改め、条文の整理をしようとするものです。 

 議案に戻りまして、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行し、平成25年

４月１日から適用するものです。 

 以上で説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（野村 洋君） これから質疑を行います。ございませんか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 質疑を終わります。 

 討論を行います。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 討論を終わります。 

 これから議案第４号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 異議なしと認めます。 

 日程第15、議案第４号は、原案のとおり可決されました。 

 

 ◎日程第１６ 議案第５号 

〇議長（野村 洋君） 日程第16、議案第５号 森町手数料条例の一部を改正する条例制

定についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

〇建設課長（小井田 徹君） 議案第５号につきましてご説明いたします。 

 資料ナンバー５を提出しておりますので、ご参照願います。本案は、森町手数料条例の

一部を改正する条例の制定でございます。 

 提案理由でございますが、地方自治法252条の17の２第１項の規定に基づく権限移譲、屋

外広告物条例に係る許可等に伴う北海道からの事務引き継ぎにより森町手数料条例の一部

を改正する条例を制定するものであります。 

 資料の新旧対照表をごらんください。屋外広告物許可申請手数料の新設として、第２条

に42としてアからクまで屋外広告物の許可申請手数料を広告物の種類により金額を設定す

るものであります。 

 附則といたしまして、施行期日は公布の日からとなっております。 

 以上、森町手数料条例の一部を改正する条例の制定についての説明とさせていただきま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（野村 洋君） これから質疑を行います。 

〇７番（西村 豊君） これ新しく今年度からやるものなのか。今までもたくさんの看板

があると思うのです。それと、大きさもたくさんありますけれども、今まではどうだった

のだろう。それと、この始める時期と……時期は今日からということですけれども、新規

につくる看板なのか、従来の立っている看板も該当するものなのか。また、オからカ、キ、

クとありますけれども、この広告幕とか、のぼりとか、旗とかとありますよね。これもお

金を取られるようになるみたいなのですけれども、例えばパチンコ屋さんののぼりだとか、

ああいうものも該当するものなのか。それと、お祭りに一時的に出しますよね、看板とか。

そういうものもみんな含まれるものなのか。それと、年間なのか、１回払えばそれはいい

ものなのか、その辺ちょっと教えてください。 

〇建設課長（小井田 徹君） お答えします。 

 まず、申請手数料ということになりますので、申請したものに対して審査して、それに

よりまして許可等を与えるということで、それに伴う手数料という考えで進めております。

また、更新等につきましても実際そのものの大きさとか、そういうものによって更新手数

料とかも発生いたします。既存のものに関しましては、北海道から引き継ぎしている部分

に関しましては確認できますが、それ以外の細かいもので申請したかどうかというのがわ
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からないものに関しましてはちょっとわからないという、そういう状況にはなっておりま

す。 

 以上です。 

〇７番（西村 豊君） そうしたら、申請しないとわからないよということになるのかな、

裏を返せばだよ。それと、今渡島振興局のほうからこの看板の大きさで僕らも調査されて

いますけれども、それとまた別なことで町民も手数料を払うということなのだろうか。 

〇建設課長（小井田 徹君） お答えします。 

 この屋外広告物に関しましては、北海道からの権限移譲ということになりますので、今

度は振興局のほうではなく森町のほうで行うということになります。 

 以上です。 

〇７番（西村 豊君） では、振興局から来たものには払わなくてもいいということなの。

ということは、２つ払うということなの、看板を出しているところは。それちょっと、一

遍に払うなら払ってもいい。 

〇議長（野村 洋君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時１２分 

再開 午前１１時１５分 

 

〇議長（野村 洋君） 休憩を解いて会議を再開いたします。 

 その他質疑ございますか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 質疑を終わります。 

 討論を行います。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 討論を終わります。 

 これから議案第５号を採決します。 

 お諮り…… 

（何事か言う者あり） 

〇議長（野村 洋君） 討論あるのですか。 

（何事か言う者あり） 

〇議長（野村 洋君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時１６分 

再開 午前１１時２７分 

 

〇議長（野村 洋君） 休憩前に続き会議を再開いたします。 
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〇建設課長（小井田 徹君） お答えします。 

 詳しいことについては、ちょっと私もまだ理解していない部分あるのですが、まず基本

的に今まで北海道で行っていたものを森町が引き継いでやるということですので、特に森

町になったからといいましてこういう部分をこうしていくとか、そういう部分ということ

にはなりませんので、それをまずご理解願いたいと思います。 

 あと、大ざっぱな話ですけれども、地域によってそういう部分の張り紙とか、いろいろ

細かい部分がありますので、今この場ですぐ私も理解していない部分もありますので、ち

ょっとお答えできないという状況にはありますが、基本的にはこういうものに関して町民

の方からどうなのだということで来てもらうというのがまずは原則になると思いますし、

あとこちらのほうでそういう大きなものだとか、そういうわかっているものに関しては当

然チェックを入れていくと、そういうので進めていくという形になると思います。 

 以上でございます。 

〇議長（野村 洋君） という今の説明でご理解願えますでしょうか。質疑ございますか。 

〇３番（宮本秀逸君） どうしても理解できない部分があって、大変申しわけないのです

けれども、手数料をもらう前段階としまして何を申請しなければならぬのかというものが

規定されたものがなければだめだと思うのです。そうでないと申請する側が私は申請して

いいのかどうかと、しなくてもいいのかというのが全くわからない状況ですから、どうい

うものは許可をもらうための申請をしなければならぬのかというその詳しいものがなかっ

たらちょっと難しいと思うのです。極端な話ししますと、例えば国道をずっと走っていき

ますと、時期になりますとプルーンありますという看板、やっぱり広告なのですね。それ

は、要するに申請しなければだめかどうかということなのです。申請しなかったら、申請

手数料ですから、しなかったら手数料かからぬというようなことになるのでしょうけれど

も、あれは払った、これは払わないみたいな話が必ず出てきますから、そこら辺が明確な

ものが欲しいというようなことなのです。 

〇議長（野村 洋君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時３０分 

再開 午後 １時００分 

 

〇議長（野村 洋君） 休憩前に続き会議を再開いたします。 

 皆様方のお手元に参考資料が届いていると思いますので、この資料の説明を建設課長か

らいたさせます。 

〇建設課長（小井田 徹君） お手元の資料に基づきましてご説明させていただきます。 

 なお、まずあくまでも内容のうち申請と許可に関する手数料の部分といいますか、そう

いう部分でございますので、中身に関しましてはあくまでも北海道屋外広告物条例という

ことになっていますので、その辺ご理解願います。 
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 まず、大まかに３ページの部分で許可地域というところがございまして、下段のほうに

なりますけれども、都市地域とか、あと自然地域、あと沿道沿線地域等々ございまして地

域によって、具体的に申しますと森の地区になりますと都市計画区域設定されていますの

で、ここでいう用途地域の部分が該当になります。あと、砂原地区のほうになりますと沿

道沿線地域等のほうの部分に該当になってくるような状況でございます。あと、４ページ

とかに許可基準とか載っておりますが、10ページの部分ですけれども、８として適用除外

広告物とありまして、一番上のほうになりますけれども、許可地域、禁止地域、危険物件

でも許可を受けずに掲出できる広告物ということでこのようなもの等が載っておりますの

で、あと大まかなところは罰則等も書かれてございますが、あくまでも町といたしまして

は申請許可という部分になりますので、その辺ご理解願いたいと思います。 

 簡単ですが、以上で説明を終わらせていただきます。 

〇議長（野村 洋君） 一応という説明がありました。ただいまの説明に対して何か質問

ある方いらっしゃいますか。 

〇４番（松田兼宗君） ちょっと前に戻る形にもなってしまうのかなと思いますけれども、

要するに道からの権限移譲の絡みの話ですよね。とすれば、この手数料というのは町に入

る形になると思うのですが、それの見込み額というか、どの程度あるか把握していますか。

それと、それに伴う事務事業の結局権限移譲で来るということになると仕事の量がどのぐ

らい、件数がどのぐらいあるのかも全然わからない中で受ける形になってしまうのですか。

そして、道の権限移譲の問題がどういう形で来ているのか。ほかの市町村が全部そういう

形で受けているのか。先ほどの説明のあれを見ると、函館とか除外地域があるわけです、

旭川市とか。だから、なぜそういう除外の都市があるのかもちょっとわからない部分もあ

るのだけれども、その辺把握、説明できるのかちょっとお願いします。 

〇建設課長（小井田 徹君） まず、この権限移譲につきましては全道的なものでござい

ます。それと、この除外につきましては詳しいことはちょっと言えませんが、札幌市とか

は独自で条例を設けていると思われます。 

（何事か言う者あり） 

〇建設課長（小井田 徹君） 今年の予定としては１万円程度を見込んでおります。 

 以上です。 

〇４番（松田兼宗君） 更新もあるはずなのです、３年ごとの更新とか。そういうのも入

れれば、そんな額ではないとは思うのですが、そして対象になるものがどの程度あるのか

把握していますか。 

〇建設課長（小井田 徹君） 今年度の更新予定は三、四件というような状況で金額的に

はそのくらいということになっております。 

〇議長（野村 洋君） ほかに。いいですか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） それでは、質疑を終わります。 
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 討論を行います。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 討論を終わります。 

 これから議案第５号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 異議なしと認めます。 

 日程第16、議案第５号は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１７ 議案第６号 

〇議長（野村 洋君） 日程第17、議案第６号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合

規約の変更についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

〇総務課長（木村浩二君） それでは、議案第６号についてご説明申し上げます。 

 本案は、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についてであります。 

 裏面をごらんください。当組合に北空知圏学校給食組合が加入したことに伴い、組合規

約別表第１を変更しようとするものでございます。 

 資料ナンバー６を提出しておりますので、ご参照願います。 

 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

〇議長（野村 洋君） これから質疑を行います。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 質疑を終わります。 

 討論を行います。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 討論を終わります。 

 これから議案第６号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 異議なしと認めます。 

 日程第17、議案第６号は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１８ 議案第７号 

〇議長（野村 洋君） 日程第18、議案第７号 北海道市町村総合事務組合規約の変更に

ついてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

〇総務課長（木村浩二君） それでは、議案第７号についてご説明申し上げます。 
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 本案は、北海道市町村総合事務組合規約の変更についてであります。 

 裏面をごらんください。当組合に北空知圏学校給食組合が加入したことに伴い、組合規

約別表第１及び第２を変更しようとするものです。 

 資料ナンバー７を提出しておりますので、ご参照願います。 

 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

〇議長（野村 洋君） これから質疑を行います。質疑ございますか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 質疑を終わります。 

 討論を行います。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 討論を終わります。 

 これから議案第７号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 異議なしと認めます。 

 日程第18、議案第７号は、原案のとおり可決されました。 

 

 ◎日程第１９ 議案第８号 

〇議長（野村 洋君） 日程第19、議案第８号 路線の認定についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

〇建設課長（小井田 徹君） 議案第８号につきましてご説明いたします。資料ナンバー

８を提出しておりますので、ご参照願います。 

 本案は、路線の認定についてでございます。提案理由でございますが、認定しようとす

る路線は森川町の住宅地区の生活道路として地域住民に利用されており、幅員は６メート

ルと十分な幅が確保され、道路用地の寄附も完了しております。道路法第８条の規定に基

づき、次のように認定しようとするものであります。路線番号2126、路線名、森川町23号

線、路線の起点、森川町197番６地先、路線の終点、森川町197番６地先、道路の総延長は

116.73メートル、実延長は113.63メートル、幅員は6.0メートルでございます。 

 以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（野村 洋君） これから質疑を行います。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 質疑を終わります。 

 討論を行います。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 討論を終わります。 

 これから議案第８号を採決します。 
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 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 異議なしと認めます。 

 日程第19、議案第８号は、原案のとおり可決されました。 

 

 ◎日程第２０ 議案第９号 

〇議長（野村 洋君） 日程第20、議案第９号 平成25年度森町一般会計補正予算を議題

とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

〇総務課長（木村浩二君） それでは、議案第９号についてご説明申し上げます。 

 本案は、平成25年度森町一般会計補正予算の第２回目となるものでございます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,073万7,000円を追加し、歳入歳出それ

ぞれ88億8,402万4,000円にしようとするものです。 

 事項別明細書によりご説明申し上げます。６ページ、７ページをお開き願います。歳入

ですが、款14国庫支出金、項１国庫負担金、目１民生費国庫負担金、節２児童福祉費負担

金の136万3,000円の減額は、広域保育所に入所する児童数の減によるものです。 

 同じく款15道支出金、項１道負担金、目１民生費負担金、節２児童福祉費負担金の68万

1,000円の減額は、国庫同様広域保育所に入所する児童数の減によるものです。 

 次に、８ページ、９ページになりますが、目７電源立地地域対策交付金の499万4,000円

は、対象事業に充当をしようとするものです。 

 続いて、款19繰越金の2,680万9,000円は、財源調整のため計上をするものです。 

 次に、歳出になりますが、歳出で各費目で消防設備保守点検委託料の増減補正を計上し

ておりますが、これは各施設を一括契約したことにより精査をしたものです。 

 それでは、10ページ、11ページをお開き願います。款２総務費、項１総務管理費、目４

財産管理費の節７賃金と節13委託料は、町有地の維持管理を業務委託に振りかえようとす

るものです。 

 同じく目９防災対策費、節９旅費につきましては、議会の震災被災地の視察研修に防災

交通課の職員２名が随行する経費でございます。 

 続いて、款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費の節９旅費と節11需用費は、

道補助金を活用して消費者行政活性化事業に取り組もうとするものです。 

 同じく目４老人福祉総務費と目８後期高齢者医療費での各繰出金は、各特別会計の人事

異動による人件費の精査によるものです。 

 続いて、項２児童福祉費、目１児童福祉総務費、節７賃金の36万円は、国からの子育て

支援交付金を活用して乳児家庭訪問や養育支援事業を実施しようとするものです。 

 同じく目３保育所費、節11需用費は、尾白内保育所の温風暖房機の修繕料、また節13委

託料323万6,000円の減額は、広域保育所への入所児童数の減によるものです。 
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 次に、12ページ、13ページの目４へき地保育所費、節11需用費は、濁川保育所の屋根を

修繕しようとするものです。 

 続いて、款４衛生費、項１保健衛生費、目２環境衛生費、節11需用費の210万円は、森町

葬苑の霊台車と吹き抜け部分の漏水を修繕しようとするものです。同じく節13委託料は、

駒ケ岳墓地内の支障木の伐採を業務委託しようとするものです。 

 同じく目３予防費、節13委託料は、小児科健診のため函館中央病院の医師の送迎を業務

委託しようとするものです。 

 次に、14ページ、15ページの款６農林水産業費、項１農業費、目９山村振興施設管理費、

節18備品購入費の75万6,000円は、ちゃっぷ林館パークゴルフ場の芝刈り機を購入しようと

するものです。 

 同じく項２林業費、目２林業振興費、節14使用料及び賃借料と節16原材料費は、町有林

内栗ケ丘作業道路の一部が決壊したため重機と補修資材で復旧をしようとするものです。 

 同じく目４林道事業費、節13委託料58万8,000円は、道からの補助金を活用して既設林道

の橋の状態を診断しようとするものです。資料ナンバー９を提出しておりますので、ご参

照願います。 

 同じく項３水産業費、目３水産施設管理費、節11需用費の81万9,000円は、堆肥化施設の

重機を修繕しようとするものです。 

 次に、16ページ、17ページの款７商工費、項１商工費、目２観光費、節19負担金補助及

び交付金の35万円は、桜まつりの期間延長に伴う観光協会への補助金を計上しております。 

 続いて、款８土木費、項１土木管理費、目２給水施設費、節11需用費の50万2,000円は、

砂原東地区の飲料水供給施設を修繕しようとするものです。 

 同じく項２道路橋梁費、目２道路橋梁維持費、節18備品購入費の928万4,000円は、道路

維持作業車としてクレーンつき３トンダンプを購入しようとするものです。なお、この車

両購入には電源立地交付金を充当しようとするものです。 

 同じく目３道路橋梁新設改良費の節13委託料の280万円、これは駒ケ岳管理道路の調査設

計業務、節17公有財産購入費の60万円は用地買収費としてそれぞれ計上するものです。資

料ナンバー10を提出しておりますので、ご参照願います。 

 次に、18ページ、19ページの項４港湾費、目１港湾管理費、節11需用費の70万円は、港

湾施設内の修繕料でございます。また、節19負担金補助及び交付金の50万円は、港湾の航

路標識購入に対し、森漁協に２分の１の割合で補助をしようとするものです。 

 続いて、項５都市計画費、目２公園費の修繕料と建設機械借り上げ料は、公園内の小破

修繕と施設の維持管理をしようとするものです。 

 続いて、項６住宅費、目１住宅管理費は、賃金を委託料に振りかえ、業務委託をしよう

とするものです。また、節11需用費の90万円は、度杭崎団地の浄化槽を修繕しようとする

ものです。さらに、節15工事請負費の150万円は、町営住宅の基礎部分などを解体しようと

するものです。資料ナンバー11を提出しておりますので、ご参照願います。 
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 次に、20、21ページの款10教育費、項２小学校費、節11需用費の20万円は、駒ケ岳小学

校の屋根を修繕しようとするものです。 

 続いて、項４幼稚園費、節９旅費は、今年度採用の幼稚園教員２名の研修旅費でござい

ます。 

 次に、22ページ、23ページの項５社会教育費、目１社会教育総務費、節18備品購入費の

54万4,000円は、ストーンサークルの石への風の影響を調査するための機材購入経費を計上

しております。 

 続いて、項６保健体育費、目３学校給食費は、職員が１名退職したことによる臨時職員

の所要経費と節の修繕料を計上しております。 

 次に、款11災害復旧費、項１土木施設災害復旧費、目１土木災害復旧費、節15工事請負

費の370万円は、尾白内川と精進川の一部が雨や融雪水の影響で決壊したため復旧しようと

するものです。資料ナンバー12、13を提出しておりますので、ご参照願います。 

 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

〇議長（野村 洋君） これから質疑を行います。事項別明細書６ページからです。ござ

いますか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 質疑を終わります。 

 討論を行います。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 討論を終わります。 

 これから議案第９号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 異議なしと認めます。 

 日程第20、議案第９号は、原案のとおり可決されました。 

 

 ◎日程第２１ 議案第１０号 

〇議長（野村 洋君） 日程第21、議案第10号 平成25年度森町後期高齢者医療特別会計

補正予算を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

〇保健福祉課長（山田 仁君） それでは、議案第10号について説明申し上げます。 

 本案は、平成25年度森町後期高齢者医療特別会計補正予算の第１回目となるものです。 

 歳入歳出それぞれ97万8,000円を追加し、歳入歳出それぞれ２億1,125万9,000円にしよう

とするものです。 

 以下、事項別明細書により説明申し上げます。初めに、歳出から説明させていただきま

す。６ページをお開き願います。款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、節３職
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員手当97万8,000円の補正につきましては、４月の人事異動に伴うものでございます。 

 続いて、歳出について説明させていただきます。４ページにお戻り願います。先ほどの

歳出の財源を款３繰入金、項１一般会計繰入金、目１事務費繰入金、節１職員給与等繰入

金により補正するものです。 

 以上、議案第10号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 

〇議長（野村 洋君） これから質疑を行います。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 質疑を終わります。 

 討論を行います。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 討論を終わります。 

 これから議案第10号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 異議なしと認めます。 

 日程第21、議案第10号は、原案のとおり可決されました。 

 

 ◎日程第２２ 議案第１１号 

〇議長（野村 洋君） 日程第22、議案第11号 平成25年度森町介護保険事業特別会計補

正予算を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

〇保健福祉課長（山田 仁君） それでは、議案第11号について説明申し上げます。 

 本案は、平成25年度森町介護保険事業特別会計補正予算の第１回目となるものです。 

 保険事業勘定の歳入歳出それぞれ2,000円を追加し、歳入歳出それぞれ16億5,949万8,000

円にしようとするものです。 

 以下、事項別明細書により説明申し上げます。初めに、歳出から説明させていただきま

す。６ページをお開き願います。款４地域支援事業費、項２包括的支援事業・任意事業費、

目３包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費、節12役務費の自動車損害保険料につき

ましては、当初予算編成以降に公用車自賠責保険料率が変更され、予算不足が生じ、補正

を行うものです。 

 歳入について説明させていただきます。４ページにお戻り願います。先ほどの歳出の財

源について、款８繰入金、項１一般会計繰入金、目３地域支援事業繰入金、節１地域支援

事業繰入金により補正するものです。 

 以上、議案第11号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 
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〇議長（野村 洋君） これから質疑を行います。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 質疑を終わります。 

 討論を行います。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 討論を終わります。 

 これから議案第11号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 異議なしと認めます。 

 日程第22、議案第11号は、原案のとおり可決されました。 

 

 ◎日程第２３ 議案第１２号 

〇議長（野村 洋君） 日程第23、議案第12号 平成25年度森町介護サービス事業特別会

計補正予算を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

〇さくらの園・園長（釣 隆吉君） それでは、議案第12号についてご説明申し上げます。 

 本案は、平成25年度森町介護サービス事業特別会計補正予算の第１回目でございます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に75万円を追加して、歳入歳出それぞれ２億3,777万1,000円

にしようとするものでございます。 

 それでは、事項別明細書の４ページ、５ページをお開き願います。款３繰入金、項１一

般会計繰入金、目１一般会計繰入金は、歳出でご説明いたします費用への充当分でござい

ます。 

 次に、歳出でございますが、６ページ、７ページをお開き願います。款２事業費、項１

施設介護サービス事業費の目１施設介護サービス事業費、節３職員手当は人件費精査によ

るものでございます。 

 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

〇議長（野村 洋君） これから質疑を行います。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 質疑を終わります。 

 討論を行います。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 討論を終わります。 

 これから議案第12号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数あり） 
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〇議長（野村 洋君） 異議なしと認めます。 

 日程第23、議案第12号は、原案のとおり可決されました。 

 

 ◎日程第２４ 議案第１３号 

〇議長（野村 洋君） 日程第24、議案第13号 平成25年度森町国民健康保険病院事業会

計補正予算を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

〇病院事務長（柏渕 茂君） それでは、議案第13号についてご説明いたします。 

 本案は、平成25年度森町国民健康保険病院事業会計補正予算の第１回目の補正となるも

のでございます。 

 第２条、平成25年度森町国民健康保険病院事業会計予算第３条に定めた収益的支出の予

定額を次のとおり補正するものでございます。 

 支出の部、第１款病院事業費用、既決予定額11億198万8,000円を127万4,000円増額し、

11億326万2,000円とするものでございます。 

 ２ページ目をごらんください。事項別明細書によりご説明いたします。支出、款１病院

事業費用、項４特別損失、目１過年度損益修正損127万4,000円の増額補正は、薬剤師によ

る薬剤転売事件の課税売り上げ計上漏れ額に対する消費税額、重加算税額、過少申告加算

税額、延滞税額によるものでございます。 

 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（野村 洋君） これから質疑を行います。 

〇４番（松田兼宗君） ただいまの重加算税のそれぞれ内訳を教えてほしいのと、実質で

消費税の修正申告が幾らなのか、そしてその修正申告した部分の消費税の算出計算式があ

るはずなのですが、それを教えてほしい。というのは、5,100万だと言われているその5,100

万というのはどっちのほうの数字なの。仕入れベースの数字なのか、販売ベースでの数字

なのかも含めて教えてください。 

〇病院事務長（柏渕 茂君） ご質問についてご回答させていただきます。 

 まず、重加算税の内訳でございます。年度ごとの金額ということでよろしいでしょうか。

資料でよろしいですか。後で議員のほうに資料をご提出させていただきます。 

 あと、5,100万の部分でございますけれども、これは課税売り上げの税抜き額でございま

す。 

 以上でございます。 

〇15番（黒田勝幸君） これ今説明でわかりましたけれども、あとこのいわゆる消費税の

かかわりで、これで終わりなものかどうか。これ７年分ですよね、さかのぼって。それで、

これでもうあとないものかということが１点と、それとこの薬剤師につきましては５月に

業務上の横領容疑で森署に告訴いたしましたよね。もう１カ月も経過していると思うのだ

けれども、警察で今一生懸命やっているのでしょうけれども、進捗状況とか、役場のほう
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にそれなりに情報とか何か入っているものが、さっぱり姿が見えないので、どうなってい

るのかなと思っておりますけれども。 

〇病院事務長（柏渕 茂君） ただいまのご質問についてご回答させていただきます。 

 まず、７年にさかのぼってということで今の金額をお教えしておりますけれども、これ

以前につきましてはまだ税務署での調査というのは、７年以前というのはまだそこについ

ての金額は出ておりませんので、正直それ以前の…… 

（何事か言う者あり） 

〇病院事務長（柏渕 茂君） 済みません。ちょっと間違えました。ちょっとよろしいで

すか。 

〇議長（野村 洋君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時２９分 

再開 午後 １時２９分 

 

〇議長（野村 洋君） 休憩前に続き会議を再開いたします。 

〇病院事務長（柏渕 茂君） 済みません。ただいまのご質問でございますけれども、あ

くまでも税務署の調査というのは７年でございます。ですから、それ以前についてはない

ものということでございます。 

 あと、現時点でどういうふうな状況なのかということについてご回答させていただきま

す。先月末に捜査官５名が病院内の家宅捜査に入っております。その際、薬剤師の机の中、

あとキャビネット、書棚などから関係書類や備品と思われるものを一式押収され、現在そ

れについても捜査を進めているとのことでございます。その中で必要があれば随時私です

とか、あと事務次長ですとか、場合によっては総務課長が警察へ赴いて捜査の協力をしな

がら、一日でも早く問題解決につながるように対応をしている状況でございます。 

 以上でございます。 

〇９番（堀合哲哉君） ついででございますので、１点だけお聞きしたい。今刑事という

ことで告訴されたのですが、民事で賠償責任を問うということはこれからだと思うのです

が、それで今現実的に127万4,000円という、これ本来病院にかからなくて済むお金でござ

いますね。犯罪によってこういうのが生み出されたわけですから、これは当然本人に対す

る請求行為というのはどのようになされるのか。いわゆる今後民事訴訟に入ってから一括

賠償責任を問うものなのか、このように数字出た場合の町の対応の仕方についてお考えを

お聞きしたいと思います。これは、どなたかな。総務課長か、副町長かかな。 

〇総務課長（木村浩二君） お答えいたします。 

 これから刑事が進んでいくという中で、病院側では今民事も含めて調査を続けていると

いう状況でございます。当然民事の部分の金額が確定した段階で弁護士とも相談しながら、

どういう進め方をしていくのかということは検討しなければならないと考えております。
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当然そのときに今回計上しました127万4,000円、これも含めた中で損害賠償を起こしてい

くという形になると思います。 

〇議長（野村 洋君） ほかにございますか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 質疑を終わります。 

 討論を行います。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 討論を終わります。 

 これから議案第13号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 異議なしと認めます。 

 日程第24、議案第13号は、原案のとおり可決されました。 

 

 ◎日程第２５ 諮問第１号 

〇議長（野村 洋君） 日程第25、諮問第１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します。 

 梶谷町長の説明を求めます。 

〇町長（梶谷惠造君） ただいま議題となりました諮問第１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でございます。 

 現在人権擁護委員を務めていただいております石黒等氏は、本年９月30日をもって任期

満了となりますので、その後任委員を任命するに当たり、人権擁護委員法第６条第３項の

規定に基づき、議会の意見を求めるものであります。 

 後任人事につきましては、本庄安子氏を任命したいと思います。同氏の経歴等につきま

しては、資料ナンバー14を提出しておりますので、詳細については省略させていただきま

すが、統計調査委員を初め社会福祉活動に対して意欲的に取り組まれ、町民からの信頼も

厚く適任であると思われますので推薦いたしたく、議会のご意見を求めたいと思いますの

で、よろしくお願いを申し上げます。 

〇議長（野村 洋君） これから質疑を行います。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 質疑を終わります。 

 討論を行います。 

（「なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 討論を終わります。 

 これから諮問第１号を採決します。 

 お諮りします。本件は、お手元に配りました意見のとおり答申したいと思います。ご異
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議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 異議なしと認めます。 

 日程第25、諮問第１号は、お手元に配りました意見のとおり答申することに決定しまし

た。 

 

 ◎日程第２６ 意見書案第１号 

〇議長（野村 洋君） 日程第26、意見書案第１号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担

率１／２への復元、「30人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など

2014年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書を議題とします。 

 お諮りいたします。本案は意見書案件であるため質疑、討論を省略し、直ちに採決に入

りたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 異議なしと認めます。 

 これから意見書案第１号を採決いたします。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 異議なしと認めます。 

 日程第26、意見書案第１号は、原案のとおり可決されました。 

 

 ◎日程第２７ 意見書案第２号 

〇議長（野村 洋君） 日程第27、意見書案第２号 地方財政の充実・強化を求める意見

書を議題とします。 

 お諮りします。本案は意見書案件であるため質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りた

いと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 異議なしと認めます。 

 これから意見書案第２号を採決いたします。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 異議なしと認めます。 

 日程第27、意見書案第２号は、原案のとおり可決されました。 

 

 ◎日程第２８ 意見書案第３号 

〇議長（野村 洋君） 日程第28、意見書案第３号 原発のない北海道の実現を求める意

見書を議題とします。 
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 お諮りします。本案は意見書案件であるため質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りた

いと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 異議なしと認めます。 

 これから意見書案第３号を採決いたします。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 異議なしと認めます。 

 日程第28、意見書案第３号は、原案のとおり可決されました。 

 

 ◎日程第２９ 意見書案第４号 

〇議長（野村 洋君） 日程第29、意見書案第４号 「障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律」の早期制定を求める意見書を議題とします。 

 お諮りします。本案は意見書案件であるため質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りた

いと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 異議なしと認めます。 

 これから意見書案第４号を採決いたします。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 異議なしと認めます。 

 日程第29、意見書案第４号は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第３０ 議員派遣の件について 

〇議長（野村 洋君） 日程第30、議員派遣の件についてを議題とします。 

 お諮りします。森町議会会議規則第127条の規定による議員派遣の件については、お手元

に配付のとおり派遣したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議員派遣の件については、日程第30のとおり派遣することに決定しました。 

 お諮りします。議題の議員派遣の日程のほか、議案の審査または調査及び議会において

必要とする出席議員の派遣の決定については、議長に委任することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数あり） 

〇議長（野村 洋君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議員派遣の日程に記載のないものについては、議長に委任することに決定

しました。 
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    ◎日程第３１ 休会中の所管事務調査等の申し出について 

〇議長（野村 洋君） 日程第31、休会中の所管事務調査等の申し出についてを議題とい

たします。 

 ただいま提出しております休会中の所管事務調査等の申し出につきましては、森町議会

通年議会実施要綱第９条に基づき、配付の上報告するものです。 

 

    ◎休会の宣告 

〇議長（野村 洋君） お諮りします。 

 これをもちまして平成25年第１回森町議会定例会６月会議に付議されました議件の審議

は全て終了しました。 

 よって、平成25年第１回森町議会定例会６月会議を終了いたします。 

休会 午後 １時４０分 
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