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平成２８年第１回今金町議会定例会 第１号

平成２８年３月８日（火）

〇議事日程

１ 会議録署名議員の指名について

２ 会期の決定について

３ 諸般の報告

４ 行政報告

５ 審 査 報 告 請願第５号 今金町市街地を通過する高圧送電線に関する請

願について

６ 調 査 報 告 総合体育館・図書館建設構想調査特別委員会調査中間報告に

について

７ 同意第 １号 今金町固定資産評価審査委員会委員の選任について

８ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推選について

９ 発議案第１号 今金町議会基本条例の一部を改正する条例制定について

１０ 発議案第２号 今金町議会情報公開条例の一部を改正する条例制定について

１１ 発議案第３号 今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにそ

の支給方法に関する条例の一部を改正する条例制定について

１２ 発議案第４号 委員会の閉会中の継続調査について

１３ 会議案第１号 今金町議会会議規則の一部を改正する規則制定について

１４ 会議案第２号 今金町議会情報公開条例の施行に関する規則の一部を改正す

る規則制定について

１５ 承認第 １号 今金町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例

専決処分の承認について

１６ 承認第 ２号 今金町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を廃止する

条例専決処分の承認について

１７ 議案第 ９号 今金町長及び副町長の給与に関する条例の一部を改正する条

例制定について

１８ 議案第１０号 今金町職員の給与に関する条例及び今金町職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定につ

いて

１９ 議案第２２号 今金町過疎地域自立促進市町村計画の変更について

２０ 議案第２３号 平成２７年度今金町一般会計補正予算（第７号）について

２１ 議案第２４号 平成２７年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算

（第４号）について

２２ 議案第２５号 平成２７年度今金町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４

号）について
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２３ 議案第２６号 平成２７年度今金町介護保険特別会計補正予算（第４号）に

ついて

２４ 議案第２７号 平成２７年度今金町介護老人保健施設特別会計補正予算（第

４号）について

２５ 議案第２８号 平成２７年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定補正予算

（第４号）について

２６ 議案第２９号 平成２７年度今金町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）

について

２７ 議案第３０号 平成２７年度今金町公共下水道事業特別会計補正予算（第４

号）について

〇出席議員（１２名）

議長１２番 村 瀬 広 君 副議長１１番 上 村 義 雄 君

１番 岸 徹 也 君 ２番 小 川 ひとみ 君

３番 加 藤 三 明 君 ４番 向 井 孝 一 君

５番 芳 賀 芳 夫 君 ６番 徳 田 栄 邦 君

７番 日 置 紳 一 君 ８番 村 上 忠 弘 君

９番 川 上 絹 子 君 １０番 山 崎 仁 君

〇欠席議員（０名）

〇出席説明員

町 長 外 崎 秀 人 君

副 町 長 中 島 光 弘 君

総 務 財 政 課 長 森 朋 彦 君
兼 選 管 書 記 長

総務財政課長補佐 岸 貴 之 君

まちづくり推進課長 寺 崎 康 史 君

ま ち づ く り 推 進 山 田 哲 也 君
課 長 補 佐

ま ち づ く り
山 田 薫 君

総 合 戦 略 室 長

会 計 管 理 者 西 勝 明 君（兼任）

会 計 室 次 長 北 見 由 美 子 君

税 務 住 民 課 長 西 勝 明 君

税務住民課長補佐 中 里 英 明 君

保 健 福 祉 課 長 北 見 伸 夫 君

保健福祉課長補佐 諸 戸 康 浩 君
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介護老人保健施設 太 田 越 宜 晴 君
事 務 長

国 保 病 院 事 務 長 柏 田 泰 明 君

国 保 病 院 次 長 立 島 剛 君

産 業 振 興 課 長
川 平 秀 明 君

兼 結 婚 相 談 所 長

国 営 農 地 再 編 宮 本 彰 君
推 進 室 長

国 営 農 地 再 編 住 吉 淳 君
推 進 室 次 長

農業委員会事務局長 勝 山 英 敏 君

公 営 施 設 課 長 安 達 雄 一 君

公営施設課長補佐 小 西 康 友 君

教 育 長 田 中 俊 一 君

教育委員会事務局長
杉 山 輝 希 君

兼 総 合 体 育 館 長

給食センター所長 松 村 康 弘 君

教 育 委 員 会
伊 藤 靖 徳 君事 務 局 次 長

選 管 委 員 長 藤 原 弘 一 君

代 表 監 査 委 員 天 井 幸 雄 君

〇出席事務局職員

議会事務局長 兼
成 田 光 康 君

監 査 委 員 書 記 長

議 会 事 務 局 係 長 中 川 真 希 君
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開会 午前１０時００分

◎開会の宣告

〇議長（村瀬 広君） ただいまの出席議員は１２名で、定足数に達しておりますの

で、本日をもって招集されました平成２８年第１回今金町議会定例会を開会いたし

ます。

◎開議の宣告

〇議長（村瀬 広君） これより、本日の会議を開きます。

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

〇議長（村瀬 広君） 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には、向井君、芳賀君を指名いたします。

◎日程第２ 会期の決定

〇議長（村瀬 広君） 日程第２、会期の決定を議題とします。

お諮りいたします。

本定例会の会期は、本日から１１日までの４日間といたしたいのでありますが、

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、以上のとおり決定いたします。

◎日程第３ 諸般の報告

〇議長（村瀬 広君） 日程第３、諸般の報告を行います。

会務報告、監査委員の検査報告及び請願の例により処理する必要がないと認める

陳情については、別紙配付のとおりです。

以上、諸般の報告を終わります。

◎日程第４ 行政報告

〇議長（村瀬 広君） 日程第４、行政報告を行います。

町長より行政報告があります。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） （行政報告朗読、記載省略）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、行政報告を終わります。

◎日程第５ 審査報告

〇議長（村瀬 広君） 日程第５、これより審査報告を行います。

請願第５号 今金町市街地を通過する高圧送電線に関する請願についてを議題と

し、総務厚生常任委員長の報告を求めます。
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総務厚生常任委員長、川上君。

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 請願審査報告書。

本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則

第９４条第１項の規定により報告します。

受理番号 請願第５号

付託年月日 平成２７年１２月１５日

件名 今金町市街地を通過する高圧送電線に関する請願

【審査の結果】

平成２８年１月１４日に本委員会を開催し、本請願については、願意が充足した

ことから議決を要しないものとして扱うことに決定した。

請願第５号 今金町市街地を通過する高圧送電線に関する請願の審査結果につい

て、会議規則第９４条第１項の規定により報告いたします。

本請願は、平成２７年１２月１５日の本会議において当委員会に付託され、平成

２８年１月１４日に、本委員会を開催し審査を行いました。

審査に当たっては、外崎町長より全員協議会で報告を受けました「瀬棚線大里地

区風力発電事業の今金町送電線計画」のルート変更に係る要請活動の経過及び新ル

ートでの事業実施の実現に向けた町の方針なども踏まえた上で、請願の紹介議員で

ある岸徹也議員から請願の趣旨などの説明を受け、質疑を行う方法で審査を行いま

した。

委員からは、本請願の電磁波による影響などについては、本委員会として議論す

る立場にないことや、趣旨は理解するが内容の一部に採択できない部分があるなど

の意見が出されました。

本請願については、採択、不採択、どちらか一方に決めると不都合が生じること

から、一部採択とする方向で審査を重ねましたが、議会を代表して村瀬議長が外崎

町長に同行してルート変更の要請活動を既に終えていることや、町においても送電

線計画を市街地ルートから新ルートへ変更するための手続を進めています。この結

果を受けまして、当委員会では本請願については、既に願意が充足しているとの結

論に達し、全会一致で議決を要しないものとして扱うことに決定したものでありま

す。

以上、総務厚生常任委員会の請願審査報告といたします。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第５、請願第５号についての採決を行います。
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本請願は、総務厚生常任委員長の報告のとおり、願意が充足していることから、

議決を要しないものとして扱うことにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、本請願は、願意が充足していることから、

議決を要しないものとして扱うことに決定いたしました。

◎日程第６ 調査報告

〇議長（村瀬 広君） 日程第６、総合体育館・図書館建設構想調査特別委員会中間

調査報告についてを議題といたします。

特別委員会から、総合体育館・図書館建設構想について中間報告をしたいとの申

し出があります。

お諮りいたします。

本件は、申し出のとおり報告を受けることにしたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないでの、特別委員会の中間報告を受けることに決

定いたしました。

総合体育館・図書館建設構想調査特別委員長の発言を許します。

特別委員長、向井君。

○総合体育館・図書館建設構想調査特別委員長（向井孝一君） 特別委員会調査中間

報告。

総合体育館・図書館建設構想調査特別委員会に付託されていた下記事項につい

て、次のとおり会議規則第４７条第２項の規定により報告します。

記

１．調査事項

今金町総合体育館・図書館建設構想に関する件について

２．活動の経過

（１）平成２７年１２月１５日に、議長発議により本特別委員会が設置され、

議長を除く全議員が選出された。同日委員会（第１回）を開催し、委員長に向

井委員を、副委員長に川上委員をそれぞれ互選した。

（２）現在、付託事件調査のため、次のとおり委員会を開催し審査を進めてい

る。

① 平成２７年１２月１５日（火） 第２回特別委員会

◇ 議件１ 今後の進め方の協議について

② 平成２８年１月１４日（木） 第３回特別委員会

◇ 議件１ 総合体育館・図書館建設構想の経過等について

◇ 議件２ その他

③ 平成２８年１月２９日（金） 第４回特別委員会
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◇ 議件１ 総合体育館・図書館建設構想委員会の顛末等について

◇ 議件２ その他

④ 平成２８年２月２４日（水） 第５回特別委員会

◇ 議件１ 総合体育館・図書館建設構想の経過等について

◇ 議件２ 中間報告書作成のための意見聴取について

◇ 議件３ その他

３．町民会議の開催

議会では、１月３１日（日）に町民センターで町民会議を開催し、議会報告

と総合体育館・図書館建設構想をテーマに町民との意見交換会を行った。

参加者からは図書館の併設による利便性の向上や交流の拡大など建設を望む

声が多かったが、今後人口減少が見込まれる中での多額な事業費による町財政

を危惧する声もあった。

以上、報告にかえる次第でございます。

〇議長（村瀬 広君） 報告が終わりました。

ただいまの報告は、議長を除く１１人で構成する特別委員会の中間報告でありま

すので、質疑等は省略し、報告を終わります。

◎日程第７ 同意第１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第７、同意第１号を議題といたします。

今金町固定資産評価審査委員会委員の選任について、理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） おはようございます。

議案を朗読させていただきます。

同意第１号 今金町固定資産評価審査委員会委員の選任について、提案理由を申

し上げます。

平成２８年３月３１日をもって任期満了となる重田実氏を引き続き選任いたした

く、地方税法第４２３条第３項の規定に基づき議会の同意を求めるものであります。

議案につきましては、総務財政課長が朗読説明いたします。

ご審議いただきご同意いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） （同意第１号朗読説明、記載省略）

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

本案は人事案件につき、本町議会運用例に基づき、討論を省略し採決を行います。

本案は、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）
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〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、本案は原案同意と決します。

◎日程第８ 諮問第１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第８、諮問第１号を議題といたします。

人権擁護委員候補者の推選について、理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推選について、提案理

由を申し上げます。

平成２８年６月３０日をもって任期満了となる、大谷長晧氏を引き続き推選いた

したく、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。

議案につきましては、総務財政課長が朗読説明いたします。

ご審議いただきご同意いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） （諮問第１号朗読説明、記載省略）

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

本案は人事案件につき、本町議会運用例に基づき、討論を省略し採決を行います。

本案は、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、本案は原案同意と決します。

◎日程第９ 発議案第１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第９、発議案第１号を議題といたします。

今金町議会基本条例の一部を改正する条例制定について、提出者の説明を求めま

す。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 議案を朗読いたします。

発議案第１号 今金町議会基本条例の一部を改正する条例制定について。

今金町議会基本条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

平成２８年３月８日提出。

今金町議会議員。

今金町議会基本条例の一部を改正する条例。

今金町議会基本条例（平成１９年今金町条例第１１号）の一部を次のように改正

する。

第５条の見出しを「（町長等との関係）」に改め、同条に次の１項を加える。
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３議員は、二元代表制の充実と町民自治の観点から、法定以外の執行機関の諮問

機関、審議会等の委員に就任しない。

附則。

（施行期日）

１ この条例は平成２８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際、現に議員が法定以外の執行機関の諮問機関、審議会等

の委員に就任している場合は、その任期が終了するまでの間は、適用しない。

次に、新旧対照表を添付しておりますので、お目通しをいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第９、発議案第１号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、発議案第１号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第１０ 発議案第２号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１０、発議案第２号を議題といたします。

今金町議会情報公開条例の一部を改正する条例制定について、提出者の説明を求

めます。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 議案を朗読いたします。

発議案第２号 今金町議会情報公開条例の一部を改正する条例制定について。

今金町議会情報公開条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

平成２８年３月８日提出。

今金町議会議員。

今金町議会情報公開条例の一部を改正する条例。

今金町議会情報公開条例（平成１２年今金町条例第５２号）の一部を次のように

改正する。

目次中、「不服申立てに関する手続（第１７条）」を「審査請求に関する手続（第

１６条の２・第１７条）」に改める。

「第３節 不服申立てに関する手続」を「第３節 審査請求に関する手続」に改
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める。

第２章第３節中、第１７条の前に次の１条を加える。

（審理員による審理手続に関する規定の適用除外）

第１６条の２ 第１０条第１項若しくは第１２条の決定若しくは第１３条の通知

又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法（平成２６

年法律第６８号）第９条第１項の規定は、適用しない。

第１７条を次のように改める。

（審査請求があった場合の手続）

第１７条 議会は、第１０条第１項若しくは第１２条の決定若しくは第１３条の

通知又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいず

れかに該当する場合を除き、今金町議会情報公開審査会に意見を求め、当該審査請

求に対する裁決行うものとする。この場合において、議会は、今金町議会情報公開

審査会の意見を尊重するものとする。

（１）審査請求が不適法であり、却下する場合

（２）裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公

開することとする場合（町以外の者から当該公文書の公開について反対の意

思を表示した書面が提出されている場合を除く）

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項において読み替えて

適用する同法第２９条第２項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

３ 議会は、審査請求に対する裁決は、審査請求を受理した日から起算して６０

日以内に行わなければならない。

第１８条第１項中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

第２２条の見出し中「不服申立人等」を「審査請求人等」に改め、同条中「不服

申立人」を「審査請求人」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の施行の日（平成

２８年４月１日）から施行する。

（経過措置）

２ 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この

条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされ

た申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

新旧対照表を添付しておりますので、お目通しをいただきたいと思います。

終わります。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。
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質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１０、発議案第２号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、発議案第２号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第１１ 発議案第３号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１１、発議案第３号を議題とします。

今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する

条例の一部を改正する条例制定について、提出者の説明を求めます。

芳賀君。

○５番（芳賀芳夫君） 発議案の第３号を朗読いたします。

発議案第３号 今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支

給方法に関する条例の一部を改正する条例制定について。

今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する

条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

平成２８年３月８日提出。

今金町議会議員。

今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する

条例の一部を改正する条例。

第１条 今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法

に関する条例（平成２０年今金町条例第２２号）の一部を次のように改正する。

第６条第２項中「１００分の２１２．５」を「１００分の２２２．５」に改め

る。

第２条 今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法

に関する条例の一部を次のように改正する。

第６条第２項中「１００分の１９７．５」を「１００分の２０２．５」に、「１

００分の２２２．５」を「１００分の２１７．５」に改める。

附 則

（施行期日等）

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成２

８年４月１日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当

の額並びにその支給方法に関する条例（以下「改正後の議員報酬条例」という。）

の規定は、平成２７年１２月１日から適用する。
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（期末手当の内払）

第２条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定

による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後

の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

以上でございます。

別紙の方には新旧の対照表がついてございますので、ご覧をいただきたいと思い

ます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１１、発議案第３号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、発議案第３号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第１２ 発議案第４号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１１、発議案第４号を議題とします。

委員会の閉会中の継続調査について。

お諮りいたします。

各常任委員会の閉会中の継続調査、議会運営委員会の地方自治法第１０９条第３

項に掲げる事項については、会議規則第７５条の規定により、各委員長からの申し

出のとおり、調査が終了するまで、閉会中の継続調査とすることにご異議ございま

せんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 異議なしと認めます。

したがって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決

定いたしました。

◎日程第１３ 会議案第１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１３、会議案第１号を議題といたします。

今金町議会会議規則の一部を改正する規則制定について、提出者の説明を求めま

す。

川上君。
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○９番（川上絹子君） 会議案第１号 今金町議会会議規則の一部を改正する規則制

定について。

今金町議会会議規則の一部を改正する規則を別紙のとおり制定する。

平成２８年３月８日提出。

今金町議会議員。

今金町議会会議規則の一部を改正する規則。

今金町議会会議規則（昭和６２年今金町議会規則第１号）の一部を次のように改

正する。

第２条に次の１項を加える。

２ 議員が出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠

席届を提出することができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

あと、新旧の対照表が裏にありますのでご覧ください。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１３、会議案第１号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、会議案第１号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第１４ 会議案第２号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１４、会議案第２号を議題といたします。

今金町議会情報公開条例の施行に関する規則の一部を改正する規則制定につい

て、提出者の説明を求めます。

向井君。

○４番（向井孝一君） 今金町議会情報公開条例の施行に関する規則の一部を改正す

る規則制定について。

今金町議会情報公開条例の施行に関する規則の一部を改正する規則を別紙のとお

り制定する。

平成２８年３月８日提出。

今金町議会委員。
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今金町議会情報公開条例の施行に関する規則の一部を改正する規則。

今金町議会情報公開条例の施行に関する規則（平成１２年今金町議会規則第３７

号）の一部を次のように改正する。

第１２条第１項中「費用は、」の次に「今金町財務規則（平成１３年今金町規則

第１号）第３６条に規定する納付書により」を加え、同条に次の２項を加える。

３ 公開請求者が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるとき

は、交付に要する費用及び送付等に要する費用において、それぞれ２，０００

円を限度として減額し、又は免除することができる。

４ 公開請求者は、前項の減免を受けるときは、あらかじめ当該減免を求める旨

及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、

公開請求者が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１１条第１項各号に

掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けてい

ることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実

を証明する書面を添付しなければならない。

第２章及び第３章中「不服申立て」を「審査請求」に、「不服申立人」を「審査

請求人」に改める。

第１３条中「不服申立書」を「審査請求書」に改める。

第１５条中「不服申立て事案」を「審査請求事案」に改める。

別表を次のように改める。

別表（第１２条関係）につきましては、複写公文書の作成等に要する費用について

でございます。

別記第３号様式、別記第４号様式、別記第６号様式及び別記第７号様式中「６０

日以内」を「３か月以内」に、「異議申立て」を「審査請求」に改める。

別記第１１号様式中「不服申立書」を「審査請求書」に、「住所」を「住所又は

居所」に改め、「電話番号」を削り、「不服申立て」を「審査請求」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の施行の日（平成

２８年４月１日）から施行する。

（経過措置）

２ 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規

則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請

に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

以上でございます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。
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質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１４、会議案第２号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、会議案第２号は原案のとおり可決いたし

ます。

暫時休憩いたします。

こちらの時計で１１時１０分まで休憩いたします。

休憩 午前１０時５９分

再開 午前１１時１０分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

◎日程第１５ 承認第１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１５、承認第１号を議題といたします。

今金町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例専決処分の承認につ

いて、理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 承認第１号 今金町税条例等の一部を改正する条例の一部

を改正する条例専決処分の承認について、提案理由を申し上げます。

平成２８年度与党税制改正大綱において、地方税分野における個人番号の利用取

り扱いを一部見直す方針が示され、個人番号記載の対象書類の見直しと、個人住民

税及び特別土地保有税の減免に伴う申請書には、個人番号を記載しないことが原則

として、平成２８年１月１日から施行されることとなり、施行期日の関係上、本条

例の一部改正について専決処分の承認を求めようとするものであります。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１５、承認第１号についての採決を行います。

本案は、原案を承認することにご異議ございませんか。
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（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、承認第１号は原案承認と決定いたします。

◎日程第１６ 承認第２号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１６、承認第２号を議題といたします。

今金町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を廃止する条例専決処分の承認

について、理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 承認第２号 今金町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例を廃止する条例専決処分の承認について。

平成２８年度与党税制改正大綱において、地方税分野における個人番号の利用取

り扱いを一部見直す方針が示され、国民健康保険税の減免に伴う申請書への個人番

号記載の見直しが、原則として平成２８年１月１日から施行されることとなり、施

行期日の関係上、本条例の廃止について専決処分の承認を求めようとするものであ

ります。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１６、承認第２号についての採決を行います。

本案は、原案を承認することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、承認第２号は原案承認と決定いたします。

◎日程第１７ 議案第９号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１７、議案第９号を議題といたします。

今金町長及び副町長の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、理

事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第９号 今金町長及び副町長の給与に関する条例の一

部を改正する条例制定について、提案理由を申し上げます。

平成２７年８月６日付の人事院勧告に基づく一般職員給与改定に伴い、特別職期

末手当の引き上げを平成２８年２月１５日開催の今金町特別職報酬等審議会に諮問

し、諮問どおりの答申を得たことから、所要の改正を行うため本条例の一部を改正
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しようとするものであります。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１７、議案第９号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第９号は原案のとおり可決いたしま

す。

◎日程第１８ 議案第１０号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１８、議案第１０号を議題といたします。

今金町職員の給与に関する条例及び今金町職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例の一部を改正する条例制定について、理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第１０号 今金町職員の給与に関する条例及び今金町

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定につい

て、提案理由を申し上げます。

平成２６年５月１４日に公布された地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部

を改正する法律による人事評価制度の平成２８年４月１日施行に伴う改正、平成２

７年８月６日付人事院の給与勧告に基づく所要の改定及び行政不服審査法の改正に

伴う所要の規定を整備するため、本条例の一部を改正しようとするものであります。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１８、議案第１０号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）
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〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第１０号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第１９ 議案第２２号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１９、議案第２２号を議題といたします。

今金町過疎地域自立促進市町村計画の変更について、理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第２２号 今金町過疎地域自立促進市町村計画の変更

について、提案理由を申し上げます。

防犯灯安全対策事業、高齢者共同生活施設運営事業、給食サービス事業を新規に

登載し、本計画を変更するため、過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項の規定

により議会の議決を求めようとするものであります。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１９、議案第２２号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第２２号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第２０ 議案第２３号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２０、議案第２３号を議題といたします。

平成２７年度今金町一般会計補正予算（第７号）について、理事者の説明を求め

ます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第２３号 平成２７年度今金町一般会計補正予算（第

７号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ２，４

７１万５，０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ５３億３，９８６万

４，０００円にしようとするものです。

補正の主なものについて、歳入より補正額について申し上げます。１ページから

です。
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なお、今回の補正につきましては、一般会計を初めとして各特別会計においても

同じでありますが、決算を見据えた事務事業の精査によるものが主であります。

１款町税において５０７万５，０００円の追加は、町民税、固定資産税、軽自動

車税、町たばこ税においての今後の収入見込額の精査による追加であります。

２款地方譲与税において１５５万５，０００円の減額は、地方揮発油譲与税で、

見込額の精査によるものであります。

６款地方消費税交付金において４７３万９，０００円の追加は、実績見込額の精

査による追加であります。

９款地方交付税において３７７万６，０００円の追加は、額の確定に伴って留保

していたものを財源補正として追加するものであります。

１２款使用料及び手数料１２５万７，０００円の増額も、見込額の精査によるも

のです。

１３款国庫支出金において２，７４７万８，０００円の追加は、年金生活者等支

援臨時福祉給付金給付事業補助金、情報セキュリティ強化対策費補助金の追加が主

であります。

１４款道支出金において１６３万４，０００円の減額は、重度心身障害者医療給

付補助金、青年就農給付金事業補助金の減額と、認定こども園いまかね施設給付費

負担金の追加が主です。

１５款財産収入で１９０万７，０００円の追加は、財産売払収入が主です。

１６款寄附金４６万円の追加は、一般寄附金です。

１７款繰入金で６，２８１万２，０００円の減額は、減債基金の減額であり、財

源調整であります。

１９款諸収入５５７万６，０００円の減額は、雑入が主です。

２０款町債で５，１６０万円の追加は、防犯灯安全対策事業債、情報セキュリテ

ィ強化対策事業債、高齢者共同生活施設運営事業債、給食サービス事業債です。

次に、歳出は３ページからです。

２款総務費で２，６２４万５，０００円の追加は、情報セキュリティ強化対策業

務委託料の追加が主です。

３款民生費で１，４３０万４，０００円の追加は、年金生活者等支援臨時福祉給

付金が主です。

６款農林水産業費で５１９万円の減額は、農業費、林業費における事務事業の精

査です。

７款商工費で３１５万３，０００円の減額は、商工費における事務事業の精査に

よる減額が主であります。

８款土木費で３１１万１，０００円の追加は、除雪対策費の追加が主です。

９款消防費で５６万７，０００円の減額は、常備消防費、防災費の精査です。

１０款教育費で７８４万円の減額は、事務事業の精査が主であります。

次に、５ページをお願いします。
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第２表繰越明許費について申し上げます。

２款総務費１項総務管理費で、事業名、情報セキュリティ強化対策事業、金額２，

６３２万円、３款民生費１項社会福祉費で、事業名、年金生活者等支援臨時福祉給

付金給付事業、金額２，６４１万４，０００円、以上を平成２８年度に繰り越し事

業を行うことで進めようとしているものであります。よろしくお願いをいたします。

次に、６ページをお願いいたします。

第３表債務負担行為補正で、限度額の変更です。

事項、今金町固定資産台帳整備委託業務、変更前、期間、自平成２７年度、至平

成２８年度、限度額、今金町固定資産台帳整備委託業務、金額１３０万円、変更後、

期間変更はありません。限度額、今金町固定資産台帳整備委託業務、金額１０５万

８，４００円に改めるものであります。よろしくお願いをいたします。

次に、地方債の補正について、７ページであります。

追加、起債の目的、防犯灯安全対策事業債、限度額７４０万円、起債の方法、普

通貸借又は証券発行、利率、年５％以内、償還の方法、政府資金については、その

融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。

ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もし

くは低利に借換えすることができる。

以下、起債の方法、利率、償還の方法については同様ですので、説明を省略させ

ていただきます。

起債の目的、情報セキュリティ強化対策事業債、限度額５４０万円、起債の目的、

高齢者共同生活施設運営事業債、限度額３，０３０万円、起債の目的、給食サービ

ス事業債、限度額８５０万円、計３億７，６２０万円となります。

失礼しました。訂正をさせていただきます。

町たばこ税は補正をしておりませんので、申し上げましたけれども訂正をさせて

いただきます。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、歳出より款ごとに行います。

質疑に当たっては、会議規則第５４条の規定に基づき、簡明にかつ議題外にわた

らず、またその範囲を超えないようにお願いをしておきます。

１款議会費の質疑を行います。２９ページから３０ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 議会費の質疑を終わります。

２款総務費の質疑を行います。３１ページから３９ページです。

村上君。

○８番（村上忠弘君） ３３ページの需用費の中の修繕費なんですけれども、１９０
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万円ちょっとなんですけれども、しあわせ号のヒーター故障と、それから水系の修

繕ということなんですけれども、この金額の内訳をお知らせください。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） ただいまご質問がありました修繕料の内訳でありま

すが、幾つか項目がありますので、それぞれ申し上げたいと思います。

しあわせ号のプレヒーターでありますが４３万２，０００円、庁舎のボイラー関

係、これのプロテクトリレー部品交換ですが、これが１５万６，０００円ほど、同

じくボイラーですが、水位調整器の交換に当たっては３５万４，０００円ほど、そ

れから花石地区の町有住宅の水道管の修繕に１６万円ほど、函館農業事務所今金分

庁舎の天井のコンセント増設、これにつきましては１４万円ほど、庁舎２階の給湯

室の配管、それから配水系統全般の清掃、修繕ですが、これは見込額でありますけ

れども、おおむね６５万円ほどということの金額になっております。

〇議長（村瀬 広君） 村上君。

○８番（村上忠弘君） バスのヒーター、これはアッセンブリーで交換したんだろう

と思うんですけれども、その後、これで故障はなしで終わっているんですか。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） 改めて点検をしていただいたところが、もう少々修

繕が、当初予定していたところよりも修繕が必要だということを受けておりまして、

現在その手配をしているということであります。

予算的には、先ほど申し上げましたが、配水等々の修繕、一般修繕も含んでの見

込みの予算も持っておりますので、その中で対応できるかというふうにいまのとこ

ろは考えております。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

上村君。

○１１番（上村義雄君） ３５ページの防犯灯取りつけで一部戻している。これは２

７年の部分の予定の部分だろうと思うんですけれども、昨年の３月に一般質問させ

てもらって、そのときに町長が２７年、２８年、２カ年で防犯灯及び街路灯の部分

をＬＥＤに取り替えるということの表明をされている。

いま現在、昨年の部分で設置がどのくらい進んで、今年がどのくらいまだ残って

いるのか、そこらあたりの内訳を知りたいのでお知らせ願いたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎康史君） ご質問の防犯灯の蛍光灯器具からＬＥＤ器具

へ交換するものは、平成２７年度は町内会のものについてすべて交換を終えており

まして、この基数は２２１基でございます。

来年度は、自治会の地域に１８０基を交換しようと考えております。

〇議長（村瀬 広君） 上村君。

○１１番（上村義雄君） 今年が街路灯の方を替えるという形ですか。防犯灯の部分

は。反対ですか。街路灯の方はあれだけれども、来年度、２８年度は防犯灯を替え
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るということ。全部防犯灯ということですか。

これをやることによって、町内会の負担が少しでも軽減され、また町の支出も抑

えられると思いますので、計画に沿って逐次事故のないように推進していただきた

いと思いますので、その点いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎康史君） 議員のおっしゃるとおり、ＬＥＤに替えるこ

とによりまして、かなり電気代が軽減されますので、そちらの方を推進していきた

いというふうに考えております。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 総務費の質疑を終わります。

３款民生費の質疑を行います。４０ページから４９ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 民生費の質疑を終わります。

４款衛生費の質疑を行います。５０ページから５２ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 衛生費の質疑を終わります。

５款労働費の質疑を行います。５３ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 労働費の質疑を終わります。

６款農林水産業費の質疑を行います。５４ページから５８ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 農林水産業費の質疑を終わります。

７款商工費の質疑を行います。５９ページから６０ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 商工費の質疑を終わります。

８款土木費の質疑を行います。６１ページから６６ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 土木費の質疑を終わります。

９款消防費の質疑を行います。６７ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 消防費の質疑を終わります。

１０款教育費の質疑を行います。６８ページから７３ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 教育費の質疑を終わります。

以上で、歳出の質疑を終わります。

歳出全般について、質疑漏れございませんか。

向井君。
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○４番（向井孝一君） 予算の方でもよかったのですが、あったからんどの時間延長

ということで、昨年の１１、１２の２カ月間いろいろと調査されて、よくこれだけ

調査したなと思って関心して見たわけなんですが。そこでは、余り時間延長を望む

という利用者数が少なかったという結論に達したようですが、そこで例えばホテル

の方にあの業務を委託するというような考え方は、全くなかったのかどうか。そう

いうものは、議論の中に入ってこなかったのか。私としては、できれば４月から休

日返上して、３６０日営業したいというような何かそういう意見もあったようです

が、その辺の考え方についてちょっとお伺いします。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 管理そのものの方法については、資料を皆さんの方にも配

付をした、プロジェクトの中では直接検討はしておりません。

ただ、前にも多分申し上げたと思うんですけれども、今後の検討の中身としては、

新年度、当然ながらその可能性についても実際いろんなものの数字も含めてであり

ますが、検討に入るという予定でおります。

これは町長の方からも指示もいただいておりますし、一定のいろんな可能性も探

っていきたいというふうに思っていますし、それから、調査の結果そのものは、や

っぱり一番多かったのは、交流という名前がついておりますので、そういう意味で

は、あの施設が交流的な要素を含めたものにしてほしいんだということがかなり意

見としてありましたので、あのプロジェクト自体はまだ解散をしておりません。新

年度も継続をして、今度は実施に当たって役場の若手の職員と、それから町内のい

ろんな若い人たちとも力をかりながら、交流施設という位置づけもありますので、

利便性を図りながら、それから交流も図れるような施設運営をしたいということで

取り組ませていただきたいというふうに思っております。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑漏れありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出全般についての質疑漏れを終わります。

次に、歳入の質疑を款ごとに行います。

１款町税の質疑を行います。８ページから１０ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 町税の質疑を終わります。

２款地方譲与税の質疑を行います。１１ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 地方譲与税の質疑を終わります。

６款地方消費税交付金の質疑を行います。１２ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 地方消費税交付金の質疑を終わります。

９款地方交付税の質疑を行います。１３ページです。

（「なし」の声あり）
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〇議長（村瀬 広君） 地方交付税の質疑を終わります。

１２款使用料及び手数料の質疑を行います。１４ページから１５ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 使用料及び手数料の質疑を終わります。

１３款国庫支出金の質疑を行います。１６ページから１９ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 国庫支出金の質疑を終わります。

１４款道支出金の質疑を行います。２０ページから２２ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 道支出金の質疑を終わります。

１５款財産収入の質疑を行います。２３ページから２４ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 財産収入の質疑を終わります。

１６款寄附金の質疑を行います。２５ページです。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） ４６万円を追加して４０５万６，０００円、この内訳がわ

かればお知らせをいただきたい。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） 本年度５２件のふるさと納税の寄附をいただくこと

になりまして、それの補正ということであります。

今回追加をする分につきましては１８件で４６万円ということの内容になってお

ります。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） １８件で４６万円ですけれども、４０５万６，０００円で

は、これは何件になるんですか。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） 失礼いたしました。今年度は５２件ちょうだいをい

たしまして４０５万６，０００円の金額になっております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） すみません。ふるさと納税は、全国的にいまは大変返礼品

で注目されているというのでは、北海道は上士幌町が一番多いようであります。消

費地に出向いていって、そこでイベントを開いたりということもやっていたようで

ありますけれども、うち、今金町では返礼品をどういう取り扱いをしているのか。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） ５，０００円以上の寄附をいただいた方につきまし

て、おおむね３，０００円から３，５００円程度の地元の特産品ということで、さ

まざまであります。農産物でありますと男爵ですとか、お米ですとか、それから地

酒の小さい瓶ですとか、詰め合わせにしまして、相当のものをお送りさせていただ
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いているというところであります。

いままでいただいた分につきましては、すべて送付をさせていただいております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） これ以前にもお願いをしたんですけれども、納税をしてか

ら日をあけずにすぐ返礼できるような、まして５２件という大変大きな件数ですか

ら、これまとまってしまうとなかなか大変だと。都度返礼することによって、まち

のイメージが向上するような気もしますから、金額の多寡にかかわらず、誠意をも

っておこたえをするということでは、今後とも対応していただきたいと思いますし、

この４６万円、今回の追加の分は、もう既にこれも送っているのかどうか含めてお

答え願います。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） 今回追加をさせていただいた分につきましても、既

に返礼品の方は送らせていただいて、すべて事務の方は終わっております。

返礼品の中に農産物が入っておりますので、時期的にどうしても限られてしまう

ことはあるんですけれども、なるべく品物が、返礼品が整った段階で、逐次送らせ

ていただくようにいまのところは事務を進めておりますので、よろしくお願いいた

します。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

日置君。

○７番（日置紳一君） いまの関連で、返礼品を送るときに、町の広報か何か入れて

いたのでしょうか。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） 返礼品とは同封ではありませんが、毎月別便で送ら

せていただいております。

〇議長（村瀬 広君） 日置君。

○７番（日置紳一君） その中、広報か何かの中に、古いタオルがあれば送ってもら

いたいとかっていうのがあって、それを送ったらしいんだけれども、そのあとが全

然お礼がないとかという、何かそういう話が町民から言われたものですから、その

辺はどうなっているんですかね。そんなことやったことないんですか。

何か、それこそふるさと納税して、結局納税してもらった人にまたタオルってい

うか、そういう何か古いものを送ってくれなんていうのは、ちょっと虫がよ過ぎる

のかなって思うんですけれども、過去にそういうことはありましたか。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） 私どもが行っているふるさと納税の事務の中では、

いまおっしゃったような取り扱いはなかったということなものですから、どこか違

うところの話なのでしょうか。

〇議長（村瀬 広君） 日置君。

○７番（日置紳一君） 町もね、今金だけじゃないと思うんだけど、何かそういうも
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のを送っていますか。何かうちの身内が、同級生が札幌に居て、それが来たときに

書かれていたというんですよね。それがふるさと納税をもらったお礼に、またそう

いうものをよこせというのは、ちょっとどうかなと思ったものだから。ないのであ

ればいいんですけれども。それちょっと聞いてみてくれないかということも言われ

ていましたので。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） 送らせていただいた広報の中に、そういう、例えば

不用になった衣類ですとか、そういうものを寄贈してくださいというか、そういう

記事があったということでしょうか。

〇議長（村瀬 広君） 国保病院事務長、柏田君。

○国保病院事務長（柏田泰明君） ふるさと納税で、たまたま広報の中にそういうこ

とが書いていたということでありますけれども、国保病院では、そういう古いタオ

ル等があればいろんなものに使いたいので、ぜひというのが、たまたま広報に載っ

ていたということで、ふるさと納税していただいた方にそれを送れということでは

ないというふうに考えております。

〇議長（村瀬 広君） 日置君。

○７番（日置紳一君） 国保病院からそういう、札幌の人に送るというのは、そうい

う広報はあるんですか。今金町の人じゃないですよ。今金町の広報でしょう、いま

言っているのは。札幌の人がそれを。

〇議長（村瀬 広君） 休憩いたします。

休憩 午前１１時５１分

再開 午前１１時５３分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

寄附金で、その他質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 寄附金の質疑を終わります。

１７款繰入金の質疑を行います。２６ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 繰入金の質疑を終わります。

１９款諸収入の質疑を行います。２７ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 諸収入の質疑を終わります。

２０款町債の質疑を行います。２８ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 町債の質疑を終わります。

以上で、歳入の質疑を終わります。
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歳入全般について、質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳入全般についての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第２０、議案第２３号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第２３号は原案のとおり可決いたし

ます。

昼食のため、午後１時まで休憩といたします。

休憩 午前１１時５５分

再開 午後 １時００分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

◎日程第２１ 議案第２４号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２１、議案第２４号を議題とします。

平成２７年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算（第４号）について、

理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第２４号 平成２７年度今金町国民健康保険特別会計

事業勘定補正予算（第４号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額から、それぞれ１，３２

２万７，０００円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億１，７４３万５，

０００円にしようとするものです。

補正の主なものについて、歳入より申し上げます。１ページです。

１款国民健康保険税２１４万７，０００円の追加は、年度内納付見込額の精査に

よるものであります。

３款国庫支出金８５２万３，０００円の減額は、療養給付費の追加と特定健康診

査等負担金、高額医療費共同事業拠出金の国庫負担金、財政調整交付金の減額であ

ります。

４款療養給付費交付金２８９万９，０００円の追加は、年度内交付額の精査によ

るものです。

６款道支出金２８６万円の追加は、道財政調整交付金の追加が主です。

７款共同事業交付金１，７００万３，０００円の減額は、高額医療費及び保険財
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政共同安定化などの事業交付金の減額が主です。

９款繰入金４５８万円の追加は、一般会計繰入金で２６９万円７，０００円の減

額、財政調整基金繰入金で７２７万７，０００円の追加です。

１１款諸収入１８万７，０００円の減額は、雑入の減額が主であります。

続いて、歳出は２ページです。

２款保険給付費で１，２０２万１，０００円の減額は、療養諸費、高額療養費等

において、年度内給付費を見込んでの精査によるものであります。

７款共同事業拠出金で３７６万円の減額は、高額医療費及び保険財政共同安定化

などの事業拠出金です。

８款保健事業費１８４万８，０００円の減額は、特定健康診査等事業費及び疾病

予防費です。

１１款諸支出金で４５８万４，０００円の追加は、国保特別会計施設勘定繰出金

の追加であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。

始めに、歳出全般についての質疑を行います。１５ページから２８ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出全般についての質疑を終わります。

次に、歳入全般についての質疑を行います。３ページから１４ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳入全般についての質疑を終わります。

歳出・歳入全般について、質疑漏れございませんか。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 医療費が冬期間になってから増加をしてきたということで

ありますけれども、予防医療に力を入れて、なるべく医療費を抑制をしていきたい

ということで、これは運営協議会の中でもいろいろな話が出ていたんですけれども、

実際、検診をやっている人数というんですか、それはどのくらいになっているのか。

それは増えているのか、減ってきているのか。予防医療に力を入れている、健康診

断をする、その辺のところの流れを教えてください。

〇議長（村瀬 広君） 保健福祉課長、北見君。

○保健福祉課長（北見伸夫君） まず、がん検診の状況ですけれども、これは１月末

の実績でございます。

肺がん検診につきましては６０８名、胃がんにつきましては３４３名、大腸がん

検診につきましては５３９名、子宮がん検診につきましては１７４名、乳がん検診

につきましては２２９名、前立腺がん検診につきましては２６３名、あと住民健診、

特定健診の絡みですけれども、特定健診、集団が１５２名、個別が１５名、後期高
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齢者、集団が、このデータにつきましては、保健福祉課総務厚生常任委員会資料の

６０ページに記載しておりますが、後期高齢者につきましては、集団１２３名、個

別２名、基本が集団１６３名ということになってございます。

まだ確定値ではございませんので、はっきり言える数値ではございませんが、そ

れほど大きな伸びになっているという状況にはなってございません。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） それぞれ検診を受けられているようですけれども、これは

さっきも言ったように、予防医療に力を入れているということでは、医療費の抑制

をどうしたらいいかということも課題ですよ。

ですから、昨年より大きな伸びはないようだという話ですけれども、新しい年に

向かってこの部分を伸ばしていく、検診を伸ばしていくということで医療費の抑制

という、それは新年度予算には出てくると思うんですけれども、その辺を考慮しな

がら進めてきた成果というふうにとらえてよろしいですか。

〇議長（村瀬 広君） 保健福祉課長、北見君。

○保健福祉課長（北見伸夫君） 住民健診につきましては、各地に出向いたり、受け

やすい状況を住民に、交通手段の確保できない方につきましては送り迎えをしたり

しながら、何とか住民健診の受診率等を上げて、最終的には国保医療費の抑制につ

なげていきたいという方向には、従前からそういう取り組みをしているところでご

ざいます。

今後につきましても、そのような取り組みを充実させていきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 休憩します。

休憩 午後 １時０９分

再開 午後 １時０９分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を解き開議いたします。

他に質疑漏れありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出・歳入全般についての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第２１、議案第２４号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第２４号は原案のとおり可決いたし

ます。
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◎日程第２２ 議案第２５号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２２、議案第２５号を議題とします。

平成２７年度今金町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）について、理事

者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第２５号 平成２７年度今金町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第４号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ６２万

７，０００円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ８，２５５万８，０００円

にしようとするものであります。

補正の主なものについて、歳入より申し上げます。１ページです。

１款後期高齢者医療保険料で６０万５，０００円の減額は、現年度分特別徴収保

険料が主です。

続いて、歳出は２ページです。

２款後期高齢者医療広域連合納付金で６２万７，０００円の減額であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、歳出・歳入全般について行います。３ページから５ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出・歳入全般についての質疑を終わります。

歳出・歳入全般について質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 歳出・歳入全般についての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第２２、議案第２５号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第２５号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第２３ 議案第２６号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２３、議案第２６号を議題とします。

平成２７年度今金町介護保険特別会計補正予算（第４号）について、理事者の説
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明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第２６号 平成２７年度今金町介護保険特別会計補正

予算（第４号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正予算につきましては、保険事業勘定において既定の予算歳入歳出の総

額にそれぞれ４６７万１，０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ７億

１，４２７万３，０００円にしようとするものであります。

サービス事業勘定においては、既定の予算の総額から１５万６，０００円を減額

し、補正後の額をそれぞれ７７２万９，０００円にしようとするものであります。

補正の主なものについて、歳入より申し上げます。１ページです。

１款保険料で４，０４１万７，０００円の減額は、年度内調定見込額の精査であ

ります。

４款国庫支出金で３，０６０万５，０００円の追加は、普通調整交付金等の精査

であります。

５款支払基金交付金で２３０万８，０００円の追加は、地域支援事業支援交付金

において、年度内交付見込額の精査等が主です。

８款繰入金で１，２２５万５，０００円の追加は、介護保険基金繰入金が主です。

続いて、歳出は２ページです。

２款保険給付費で４３９万３，０００円の追加は、特定入所者介護サービス費が

主であり、それぞれの実績を見込んでの精査によるものであります。

次に、サービス事業勘定予算の補正は、歳入で３ページです。

１款サービス収入で５５万３，０００円の追加は、予防給付費収入です。

２款繰入金で７０万９，０００円の減額は、一般会計繰入金です。

歳出は４ページです。

１款サービス事業費で１５万６，０００円の減額は、地域包括支援事業費です。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、始めに保険事業勘定、歳出・歳入全般について行います。５ページから

２４ページです。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 介護認定審査会のいまの構成を教えてください。

〇議長（村瀬 広君） 保健福祉課長、北見君。

○保健福祉課長（北見伸夫君） 介護認定審査会の構成でございますが、委員数は１

５名でございます。今金町が７名、せたな町が８名という構成でございます。

介護認定審査会の報酬は１２名になってございますが、補正予算書の介護認定審

査会委員報酬１２名ということになっていますが、報酬が発生しない委員が３名居
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るということでご理解をお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） これ私が間違っているかもしれないですが、介護認定審査

会は１６名の定数ではなかったですか。１６ですよね。いや、これ以前もお話をし

たことがあったかと思うんですけれども、定数は同数で、いわゆる今金・せたなが

同数で委員の構成を持っていただきたいという話を前にした記憶があるんですよ。

いまは違うようですから、その理由をお知らせください。

〇議長（村瀬 広君） 保健福祉課長、北見君。

○保健福祉課長（北見伸夫君） 大変申しわけございません。委員数につきましては、

１６名以内という規定になってございまして、現在１５名で、今金町が７名、せた

な町が８名という構成でございます。訂正しておわび申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） ですから、１６名以内ということで、今金町が７、せたな

町が８というところを、今金８、せたな８にはならないんですかということをかな

り以前に話をした、質問した記憶があるんです。じゃ、それからずっと変わってい

ないということですか。

それから、その数字はこれからも同じということですか。

〇議長（村瀬 広君） 保健福祉課長、北見君。

○保健福祉課長（北見伸夫君） いま現在、介護認定審査会につきましては３合議体

で編成いたしまして、１合議体５名で、お医者さんが合議体長ということで３名を

委嘱し、１合議体５名で３合議体で１５名という構成で運営してございますので、

その点でご理解をお願いしたいと思います。

合議体の人数等もございますけれども、せたな町とも協議いたしまして、検討し

てまいりたいと思います。

以上でございます。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） これ相当以前から話をしていたと思うんですけれども、１

６名以内という定数を決めておいて、１５名で運用をしてきたという。決してこれ

は数が多い少ないじゃなくて、やはりその代表として介護度の認定等をするわけで

すから、ですから、定数はやっぱり考えていただき、１６じゃなくて１５名以内だ

ったらいまのもわかるかもしれません。しかし、１６名以内ですから、これからご

配慮いただきたいと思いますけれども、いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 保健福祉課長、北見君。

○保健福祉課長（北見伸夫君） 合議体等の編成との問題もございますけれども、せ

たな町と十分協議してまいりたいと存じますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出・歳入全般についての質疑を終わります。
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歳出・歳入全般について質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 歳出・歳入全般の質疑漏れを終わります。

次に、サービス事業勘定、歳出・歳入全般についての質疑を行います。２５ペー

ジから２７ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、サービス事業勘定、歳出・歳入全般についての質疑

を終わります。

サービス事業勘定、歳出・歳入全般についての質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） サービス事業勘定、歳出・歳入全般についての質疑漏れを終

わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第２３、議案第２６号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第２６号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第２４ 議案第２７号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２４、議案第２７号を議題とします。

平成２７年度今金町介護老人保健施設特別会計補正予算（第４号）について、理

事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第２７号 平成２７年度今金町介護老人保健施設特別

会計補正予算（第４号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正予算につきましては、収益的収入及び支出において、既定の予算の総

額から、収入・支出それぞれ３８万１，０００円減額し、予算の総額を収入・支出

それぞれ３億４，８９１万４，０００円にしようとするものです。

資本的収支につきましては、変更がありません。

補正の概要について申し上げます。

業務の予定量について変更をいたしておりませんが、支出でもいずれも決算を見

込んでの精査によるものであり、収入では主に一般会計補助金をもって収支のバラ

ンスを図っているものであります。

収入、１款の施設運営事業収益において３８万１，０００円の減額は、一般会計

補助金で２８万１，０００円、その他事業外収益で１０万円のそれぞれ減額であり
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ます。

支出、１款の施設運営事業費用で３８万１，０００円の減額は、事業費用であり、

給与費、材料費、経費、研究・研修費等の精査によるものであります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、収益的収入及び支出全般について行います。１ページから４ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、収益的収入及び支出全般についての質疑を終わりま

す。

収益的収入及び支出全般についての質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、収益的収入及び支出全般についての質疑漏れを終わ

ります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第２４、議案第２７号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第２７号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第２５ 議案第２８号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２５、議案第２８号を議題といたします。

平成２７年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定補正予算（第４号）について、

理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第２８号 平成２７年度今金町国民健康保険特別会計

施設勘定補正予算（第４号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正予算につきましては、収益的収入及び支出において、既定の予算の総

額から収入・支出それぞれ１，０１５万２，０００円を減額し、予算の総額を収入

・支出それぞれ７億４，３２３万６，０００円にしようとするものであります。

また、資本的収入及び支出におきましては、収入において１３５万円を追加し、

予算の総額を４０５万円に、支出においては１２３万円を減額し、予算の総額を３，

４９４万９，０００円にしようとするものであります。

第２条において、業務の予定量の変更をいたしております。
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入院につきましては、１日平均入院患者数を１１．７人と見込み、年間患者数見

込数を４，２８２人に改め、外来については、１人平均外来患者数見込数を１０５．

５人と見込み、年間患者数見込数を２万５，８４８人に改めようとするものであり

ます。

補正の概要について、収益的収入より申し上げます。

１款病院事業収益では、１項医業収益で２，３０２万８，０００円の減額であり、

業務の予定量の変更に伴うものが主であります。

２項医業外収益で１，２８７万６，０００円の追加は、業務の精査によるものと、

一般会計負担金等においての財源調整であります。

次に、収益的支出でありますが、１款の病院事業費用では、１項医業費用におい

て１，０１１万７，０００円、２項医業外費用において３万５，０００円、それぞ

れの減額であり、決算を見据えた業務の精査によるものが主であります。

次に、資本的収支について申し上げます。

収入、１款資本的収入で１３５万円の追加は、調整交付金であります。

支出、１款資本的支出で１２３万円の減額は建設改良費であり、医療用及び管理

用、給食用機械器具購入費であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出全般について行います。１ペ

ージから８ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出全般につ

いての質疑を終わります。

収益的収入及び支出、資本的収入及び支出全般についての質疑漏れございません

か。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出全般につ

いての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第２５、議案第２８号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第２８号は原案のとおり可決いたし

ます。
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◎日程第２６ 議案第２９号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２６、議案第２９号を議題とします。

平成２７年度今金町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）について、理事者

の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第２９号 平成２７年度今金町簡易水道事業特別会計

補正予算（第４号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ９７万

３，０００円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２，３１８万６，００

０円にしようとするものであります。

補正の主なものについて、歳入より申し上げます。１ページです。

１款使用料及び手数料で２万３，０００円の追加は、総務管理手数料です。

５款諸収入で９９万６，０００円の減額は、水道管移設補償費の減額であります。

続いて、歳出は２ページであります。

１款総務費で２１万１，０００円の追加は、人件費であります。

２款維持費で１１５万５，０００円の減額は、事業の精査によるものであります。

３款公債費で２万９，０００円の減額は、一時借入金の減額であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。

質疑は歳出・歳入全般について行います。３ページから８ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出・歳入全般についての質疑を終わります。

歳出・歳入全般についての質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出・歳入全般についての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第２６、議案第２９号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第２９号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第２７ 議案第３０号
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〇議長（村瀬 広君） 日程第２７、議案第３０号を議題とします。

平成２７年度今金町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）について、理事

者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第３０号 平成２７年度今金町公共下水道事業特別会

計補正予算（第４号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ１３万

７，０００円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ２億８０４万８，０００円

にしようとするものであります。

補正の主なものについて、歳入から説明をいたします。１ページです。

１款分担金及び負担金で２１万円の追加は、受益者負担金です。

２款使用料及び手数料で１万５，０００円の追加は、総務手数料です。

４款繰入金において３７万１，０００円の減額は、一般会計繰入金であります。

６款諸収入において９，０００円の追加は、町預金利子及び雑入であります。

次に、歳出は２ページです。

１款総務費で３万８，０００円の追加は、一般管理費の精査が主なものでありま

す。

２款維持費で１１万７，０００円の減額は、処理場維持管理費の精査減額が主で

あります。

４款公債費において５万８，０００円の減額は、一時借入金利子であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、歳出・歳入全般について行います。３ページから１０ページです。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） ９ページお願いします。委託料で汚泥運搬業務委託料２１

万２，０００円、これはどのくらいの量が、汚泥をどこにどのくらい運搬している

かお知らせください。

〇議長（村瀬 広君） 暫時休憩といたします。

休憩 午後 １時３５分

再開 午後 １時４５分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

公営施設課長、安達君。

○公営施設課長（安達雄一君） 大変申しわけございませんでした。汚泥ですが、ま

ず運搬先は苫小牧のトマウェーブです。それで、数量ですけれども、１月末現在で
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今年度は３２２．４１トンとなっています。去年より、同時期で約４０トンくらい

増加しているという状況でございます。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 去年より増えているというとらえ方ですか。その要因は何

だと思われますか。

〇議長（村瀬 広君） 公営施設課長、安達君。

○公営施設課長（安達雄一君） 今年度は、まず浄化槽の汚泥のくみ取り量が去年よ

りも増加しております。浄化槽の汚泥というのは、要するに濃いといいますか、成

分として濃い分類に入ります。ですので、そういう状況ですとか、業種が状態がう

まくいっているというような、要するに処理水がよくなっているといいますか、向

上しているというようなことが言えると思います。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 今金町は合併浄化槽の普及にも取り組んでいるし、それか

ら終末処理場ですべての処理をする、いわゆる合併処理、ＭＩＣＳを使いながら、

町で完結をするようにやっています。それの成果というふうにとらえてよろしいで

すか。いまの推移というのは。

〇議長（村瀬 広君） 公営施設課長、安達君。

○公営施設課長（安達雄一君） 単純に成果というふうにはちょっと、浄化槽の推進

は確かに設置は増えていますけれども、汚泥のくみ取りに関して言えば、浄化槽汚

泥のくみ取りに関して言えば、一定に増えてきているわけではございません。その

年度年度で増え方が違ってございます。というのは、今年は汚泥のくみ取り件数も

増えています。これはいま議員がおっしゃったように、住民の方々の意識の向上も

当然ありましょうけれども、中には大型施設、大口施設ですね、こういうくみ取り

状況もカウントされていますので、一概に成果があったかというと、あったのでし

ょうけれども、そればかりではないということだというふうに思っております。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出・歳入全般についての質疑を終わります。

歳出・歳入全般についての質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出・歳入全般についての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第２７、議案第３０号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第３０号は原案のとおり可決いたし
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ます。

◎散会の宣告

〇議長（村瀬 広君） 本日の会議は、これをもって散会といたします。

ご苦労さまでした。

散会 午後 １時４９分



- 40 -

地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。

平成２８年３月８日

議 長

署 名 議 員

署 名 議 員


