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○議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

       （諸般の報告） 

 日程第 ３ 認定第 １ 号 平成３０年度美幌町一般会計歳入歳出決算認定について（委 

員会報告） 

 日程第 ４ 認定第 ２ 号 平成３０年度美幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

について（委員会報告） 

 日程第 ５ 認定第 ３ 号 平成３０年度美幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について（委員会報告） 

 日程第 ６ 認定第 ４ 号 平成３０年度美幌町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて（委員会報告） 

 日程第 ７ 認定第 ５ 号 平成３０年度美幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて（委員会報告） 

 日程第 ８ 認定第 ６ 号 平成３０年度美幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算認定

について（委員会報告） 

 日程第 ９ 認定第 ７ 号 平成３０年度美幌町水道事業会計決算認定について（委員会

報告） 

 日程第１０ 認定第 ８ 号 平成３０年度美幌町病院事業会計決算認定について（委員会

報告） 

 日程第１１ 承認第１１号 専決処分の承認について〔平成３１年度美幌町一般会計補正

予算（第５号）〕 

 日程第１２ 議案第６８号 美幌町議会議員の議員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 

 日程第１３ 議案第６９号 美幌町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定

について 

 日程第１４ 議案第７０号 美幌町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定

について 

 日程第１５ 議案第７１号 平成３１年度美幌町一般会計補正予算（第６号）について 

 日程第１６ 議案第７２号 平成３１年度美幌町国民健康保険特別会計補正予算（第２ 

号）について 

 日程第１７ 議案第７３号 平成３１年度美幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）について 

 日程第１８ 議案第７４号 平成３１年度美幌町介護保険特別会計補正予算（第３号）に

ついて 

 日程第１９ 議案第７５号 平成３１年度美幌町公共下水道特別会計補正予算（第１号）

について 

 日程第２０ 議案第７６号 平成３１年度美幌町個別排水処理特別会計補正予算（第１ 

号）について 

日程第２１ 議案第７７号 平成３１年度美幌町水道事業会計補正予算（第３号）に 

ついて 
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日程第２２ 議案第７８号 平成３１年度美幌町病院事業会計補正予算（第２号）につ 

いて 

 

○出席議員 

     １番 戸 澤 義 典 君      ２番 稲 垣 淳 一 君 

     ３番 大 江 道 男 君      ４番 髙 橋 秀 明 君 

     ５番 木 村 利 昭 君      ６番 伊 藤 伸 司 君 

     ７番 馬 場 博 美 君      ８番 古 舘 繁 夫 君 

     ９番 藤 原 公 一 君     １０番 坂 田 美栄子 君 

 副議長１１番 岡 本 美代子 君     １２番 上 杉 晃 央 君 

    １３番 松 浦 和 浩 君  議 長１４番 大 原   昇 君 

 

○欠席議員 

なし 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席説明員 

  美 幌 町 長        平 野 浩 司 君 
教 育 委 員 会        
教 育 長 

矢 萩   浩 君 

  監 査 委 員        髙 木   清 君   

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席受任説明員 

副 町 長        髙 﨑 利 明 君   総 務 部 長        小 室 保 男 君 

  民 生 部 長        那 須 清 二 君   経 済 部 長        石 澤   憲 君 

  建設水道部長        川 原 武 志 君   病 院 事 務 長        但 馬 憲 司 君 

  会 計 管 理 者        武 田 孝 司 君   総 務 主 幹        関   弘 法 君 

  防災危機管理主幹 河 端   勲 君   まちづくり主幹 田 中 三智雄 君 

  政 策 主 幹 後 藤 秀 人 君   財 務 主 幹 中 尾   亘 君 

  契約財産主幹 大 場 正 規 君   税 務 主 幹 片 平 英 樹 君 

  環境生活主幹 渡 辺 靖 行 君   児童支援主幹        小 室 秀 隆 君 

  福 祉 主 幹        影 山 俊 幸 君   健康推進主幹        大 場 圭 子 君 

  農 政 主 幹        佐々木   斉 君   みらい農業センター主幹 午 来   博 君 

  耕地林務主幹 中 沢 浩 喜 君   商工観光主幹 多 田 敏 明 君 

  施設管理主幹 以 頭 隆 志 君   建 築 主 幹 西   俊 男 君 

  水 道 主 幹 御 田 順 司 君   病院総務主幹 菅   敏 郎 君 

  地域医療連携主幹 高 山 吉 春 君   教 育 部 長 田 村 圭 一 君 

  学校教育主幹 遠 藤   明 君   監査委員室長 谷 川 明 弘 君 

 

○議会事務局出席者 

  事 務 局 長        遠 國   求 君   次     長 佐 藤 和 恵 君 

  議 事 係 長        鶴 田 雅 規 君   議 事 係        新 田 麻 美 君 
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午前１０時００分 開会   

 

◎開会・開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、令和元

年第７回美幌町議会臨時会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、４番髙橋秀明さん、５番木

村利昭さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。 

去る１１月２５日、議会運営委員会を開

きましたので、委員長から報告を求めま

す。 

１２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君）〔登壇〕 令和元

年第７回美幌町議会臨時会の開会に当た

り、去る１１月２５日、議会運営委員会を

開催いたしましたので、その内容と結果に

ついて報告いたします。 

本臨時会に付議された案件は、９月定例

会において決算審査特別委員会に付議され

た平成３０年度決算認定についての審査結

果報告８件、専決処分の承認１件、条例改

正３件、補正予算８件であります。 

以上の内容でありますので、本臨時会の

会期については、本日１日限りといたしま

す。 

慎重なる審議に皆さんの協力をお願いす

るとともに、行政職員の皆さんには、真摯

な答弁と対応をお願いし、議会運営委員会

委員長としての報告といたします。 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

ただいま、議会運営委員会委員長から報

告のあったとおり、本臨時会の会期を１日

間としたいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、会期は１日間と決定しまし

た。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても印刷

したものを配付しておりますので、御了承

願います。 

ただいま新庁舎建設工事中でございま

す。音声が非常に聞きづらくなってござい

ますので、発言される場合につきまして

は、いま１度マイクの向きを確認していた

だきますようお願いいたします。 

また、本臨時会中、町広報及び議会広報

用のため写真撮影を行いますので、御了承

願います。 

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可しておりますので、あわせて

御承知おき願います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎提出案件の概要説明 

○議長（大原 昇君） 町長から、本臨時
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会に提出しております案件について、概要

説明をしたいとの申し出がありますので、

発言を許します。 

町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 本日、こ

こに令和元年第７回美幌町議会臨時会が開

催されるに当たり、御出席を賜りました議

員各位に対しまして、心から感謝いたしま

すとともに、提出案件の概要について御説

明を申し上げます。 

専決処分の承認について。 

承認第１１号平成３１年度美幌町一般会

計補正予算（第５号）については、北中学

校吹奏楽部が東日本学校吹奏楽大会中学校

の部出場のため急を要したことから、専決

処分をいたしましたので、御承認を賜りた

いのであります。 

条例の改正について。 

議案第６８号及び議案第６９号について

は、令和元年度の人事院給与勧告に基づ

く、特別職の国家公務員及び一般職の国家

公務員の給与改定に準じて、美幌町議会議

員及び美幌町長等の期末手当の支給割合を

改定しようとするものであります。 

議案第７０号については、令和元年度の

人事院給与勧告に基づく、国家公務員の給

与改定に準じて、職員の給料表の水準を引

き上げるとともに、期末手当及び勤勉手当

の支給割合を改定しようとするものであり

ます。 

平成３１年度各会計補正予算について。 

一般会計につきましては、職員の給与改

定及び会計間異動に伴う人件費の補正など

を行おうとするものであります。 

特別会計、企業会計につきましては、一

般会計と同様に、職員の給与改定及び会計

間異動に伴う人件費の補正を行おうとする

ものであります。 

なお、細部につきましては、後ほどそれ

ぞれ御説明申し上げますので、御審議の

上、原案に御協賛を賜りますようお願い申

し上げまして、提出案件の概要説明といた

します。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

――――――――――――――――――― 

   ◎日程第３ 認定第１号から 

    日程第８ 認定第６号まで 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 認定第

１号平成３０年度美幌町一般会計歳入歳出

決算認定について、日程第４ 認定第２号

平成３０年度美幌町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算認定について、日程第５ 認

定第３号平成３０年度美幌町後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算認定について、日

程第６ 認定第４号平成３０年度美幌町介

護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て、日程第７ 認定第５号平成３０年度美

幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定

について、日程第８ 認定第６号平成３０

年度美幌町個別排水処理特別会計歳入歳出

決算認定について、以上６件を一括議題と

いたします。 

この件につきましては、令和元年第６回

定例会において、一般会計等決算審査特別

委員会に付託しておりますので、その審査

結果について委員長の報告を求めます。 

２番稲垣淳一さん。 

○２番（稲垣淳一君）〔登壇〕 審査の結

果。 

令和元年９月２６日から７回にわたり委

員会を開催し、提出された書類及び関係職

員から説明を求めるなど慎重に審査した結

果、適正に予算が執行された決算として認

定すべきものと決定いたしました。 

なお、一層の行政効果を期待し、次のと

おり審査意見を付すこととしました。 

審査意見。 

１、一般会計全般について。 

平成３０年度の一般会計決算は、歳入１

０７億９,９０３万４,０００円、前年度比

マイナス５億９,０５６万円、マイナス５.

２％、歳出１０７億２,６８５万２,０００

円、前年度比マイナス６億１,６６１万６,

０００円、マイナス５.４％となり、それぞ
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れ前年より減少した。 

形式収支は７,２１８万２,０００円、実

質収支も同じく７,２１８万２,０００円の

黒字となり、単年度収支も４年ぶりに２,６

０５万６,０００円の黒字となった。 

国の経済・財政再生計画に掲げる徹底し

た歳出改革等を推進するとともに、地方に

おいても国の取り組みと基調をあわせた見

直しを進めることが示され、財政再建健全

化に向け、その動きを加速させてきた。 

本町の財政状況は、２度にわたる財政運

営計画に基づき、中長期的な財政見通しの

もと、財政の健全化に向けた取り組みを強

化してきた結果、各種財政指標、地方債残

高、基金残高において、おおむね健全な状

態にあると言える。引き続き、この状況を

維持されたい。 

しかしながら、今後も人口減少や少子

化・高齢化がさらに進み、老朽化や耐震不

足により、多くの公共施設の整備が必要と

なるなど、極めて厳しい状況が続くと思わ

れる。集約・統合などにより維持管理費の

節減に努められたい。 

２、収入率向上対策について。 

公営住宅使用料の現年度分収入率は、６

年連続で１００％を維持していることは、

同規模自治体と比較しても特筆すべきもの

で、職員の日ごろの努力のたまものと大い

に高く評価したい。 

また、町民税、各種収入においても、平

均９６.４％という高い水準を維持してお

り、関係職員の取り組みを評価したい。引

き続き、負担の公平性と適正化を図るため

の収入率向上に取り組まれたい。 

特別会計においても、高い収入率を維持

しているところだが、引き続き、全庁あげ

ての適正な債権管理と徴収強化対策に努め

られたい。 

３、ふるさと寄附金への取り組みについ

て。 

平成３０年度のふるさと寄附金の収入額

は、３,５７４万６,０００円となってお

り、前年度の２,８７８万３,０００円から

増額となっているが、今後も受納額の増大

に向けた取り組みと、美幌町の魅力の情報

発信に努められたい。 

少数意見の留保。 

美幌町議会会議規則第７６条の規定によ

る少数意見の留保はない。 

以上であります。 

○議長（大原 昇君） これから、委員長

報告に対する質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、認定第１号から認定第６号ま

での６件を一括採決します。 

この採決は起立によって行います。 

この決算に対する委員長の報告は認定と

するものであります。 

この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件については、認定する

ことに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第 ９ 認定第７号から 

   日程第１０ 認定第８号まで 

○議長（大原 昇君） 日程第９ 認定第

７号平成３０年度美幌町水道事業会計決算

認定について、日程第１０ 認定第８号平

成３０年度美幌町病院事業会計決算認定に

ついて、以上２件を一括議題といたしま

す。 

この件につきましては、令和元年第６回

定例会において、企業会計決算審査特別委

員会に付託しておりますので、その審査結

果について委員長の報告を求めます。 

４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君）〔登壇〕 これよ

り、企業会計決算審査の結果を報告いたし

ます。 

令和元年９月２６日から５回にわたり委
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員会を開催し、関係書類の提出あるいは関

係職員の出席を求めるなどして、慎重に審

査した結果、両会計とも適正に予算が執行

された決算として認定すべきものと決定を

しました。 

なお、今後とも一層の努力を望み、次の

とおり審査意見を付すことといたしまし

た。 

審査意見。 

まず、水道事業会計について。 

人口減少の中、年間総配水量は前年度比

で０.３％減少し、有収水量も前年度比１.

５％減少となっているが、経常収支比率、

営業収支比率は健全な数値で推移してお

り、良好な状態が維持されていると認めら

れる。 

しかしながら、水道事業を取り巻く状況

を見ると、今後は給水人口の減少による収

入減が見込まれる。 

施設整備及び有収率、不明水の改善にも

関連する配水管更新のために多額の財源確

保が必要となることを踏まえ、さらなる経

費節減、支出削減に努力され、計画的及び

的確な整備更新を行い、安心・安定・安価

な水の供給という使命の継続に努力された

い。 

病院事業会計について。 

平成３０年度は前年度に比べ、入院患者

数はわずかに減少したものの、外来患者数

は９０２人増加し、全体では０.１％増とな

っているが、収支は今年度も純損失とな

り、前年度と比べても増加してきており、

病院会計は依然として厳しい状況と言え

る。 

一方で、地域医療体制の充実や内部改革

の取り組みなど、関係者の努力が認められ

る。 

今後においても、地域の基幹病院とし

て、新公立病院改革プランに沿った国保病

院が担うべき役割を果たし、国保病院の理

念である地域の住民が安心して暮らせるよ

うに、いつも誰に対しても安全で高品質な

医療を提供し信頼される病院の運営と安定

経営の実現に期待する。 

少数意見の留保。 

美幌町議会会議規則第７６条の規定によ

る少数意見の留保はない。 

審査意見は以上であります。 

次に、委員長として、口頭による補足意

見を申し上げます。 

まず、水道事業会計について。 

今後の整備遂行に当たって、年次的、適

正かつきめ細やかな整備計画が必要であ

り、その事業を実施するに当たって、発注

側、施工側の連携も不可欠である。 

双方の技術力向上と緊急災害時にも迅速

な復旧につながるよう今後さらなる研さん

を願いたい。 

病院事業会計について。 

今後は、医師の退職があり、医師確保が

喫緊の課題と考える。町民、患者の不安を

解消するべく、的確に事業を進められた

い。 

以上であります。 

○議長（大原 昇君） 委員長報告に対す

る質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、認定第７号及び認定第８号に

ついてを一括採決します。 

この採決は起立によって行います。 

この決算に対する委員長の報告は認定と

するものであります。 

この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件については、認定する

ことに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１１ 承認第１１号 

○議長（大原 昇君） 日程第１１ 承認

第１１号専決処分の承認についてを議題と
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します。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書の９ペ

ージをお開き願います。 

承認第１１号専決処分の承認について御

説明を申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り次のとおり専決処分をしたので、同条第

３項の規定によりこれを町議会に報告し、

承認を求める。 

１０ページをごらんください。 

専決処分書。 

平成３１年度美幌町一般会計補正予算

（第５号）について、北中学校吹奏楽部が

東日本学校吹奏楽大会中学校の部出場のた

め急を要するので、地方自治法第１７９条

第１項の規定により、別紙のとおり専決処

分する。 

専決年月日は、令和元年１０月８日付で

ございます。 

専決処分の内容について御説明をいたし

ますので、議案書の１２ページをお開き願

います。 

平成３１年度美幌町一般会計補正予算

（第５号）。 

平成３１年度美幌町の一般会計補正予算

（第５号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ５０１万５,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０

９億７,４４７万９,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明をいたしますので、議案書の２

１ページ、２２ページをお開き願います。 

３、歳出であります。 

１０款教育費、３項、２目教育振興費、

中学校教育振興事業費の増、５０１万５,０

００円。 

吹奏楽大会参加等負担金５０１万５,００

０円の増額でございますが、１０月１２日

に石川県金沢市において開催されました第

１９回東日本学校吹奏楽大会中学校の部

に、北海道代表として北中学校吹奏楽部が

出場するため、必要な旅費等の経費につき

まして追加を行ったところでございます。 

生徒３１名、引率教諭２名、合わせて３

３名が出場した大会におきましては、東日

本各地から３０校が出場した大会におきま

して、審査の結果、北中学校は見事金賞を

受賞されてございます。あわせて御報告を

させていただきます。 

次に、歳入について御説明をいたします

ので、議案書の１９ページ、２０ページに

お戻りいただきたいと思います。 

２０款、１項、１目繰越金、前年度繰越

金の増、５０１万５,０００円につきまして

は、今回の補正予算の財源といたしまして

平成３０年度の繰越金を充てるものであり

ます。 

以上、御説明を申し上げました。よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

７番馬場博美さん。 

○７番（馬場博美君） まずは、北中学校

の吹奏楽部が全国大会に行かれて、金賞を

とれたことについてはおめでとうございま

す。引き続き、来年に向けても取り組んで

いただきたいと思います。 

そこで、今回かかる経費につきまして、

負担金の要綱がございます。 

生徒３１名、それから引率者２名という

ことでございますけれども、実際、かなり

個人負担もあったとは思われます。 

要綱の中で、要綱を制定してから一部は

改正されていると思いますけれども、例え

ば、宿泊料あるいは昼食代を含めて、来年

もこういった大会にぜひ出場してもらうた

めにも、今後、保護者の負担を軽減すべき

でないかと考えますが、こういった要綱に

ついても、見直すべきだと思いますけれど

も、考え方について御説明をお願いしたい
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と思います。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） ただいまの馬

場議員の御質問にお答えをさせていただき

ます。 

今回、北中学校が東日本コンクールに出

場するということで、旅費等に係る負担金

につきましては教育委員会で要綱を定めて

支出をしているところであります。 

この要綱につきましては、児童生徒が対

外試合、それからコンクールなどに参加す

る場合、その経費の一部を負担するという

ことで支出をしているところでございま

す。 

助成の対象経費につきましては、交通

費、宿泊料などとなっておりまして、旅費

等につきましては、町の旅費規程に準じて

支出をしているところでございます。 

今回のコンクール以外にも、スポーツの

大会などでも全道、全国大会に美幌町の子

供たちが参加しているわけでありますが、

その結果、学校現場からの声としては、美

幌町のこういう負担金の支払いについては

ほかの町と比べて非常に助かっているとい

う意見を聞いているところでございます

が、負担金の支出につきましては、近隣の

支出の状況等も確認をさせていただいて、

研究させていただきたいと考えているとこ

ろでございますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） ほかに質問はあり

ませんか。 

１２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） 補正予算に直接

ではないのですが、この大会に、部員の御

家族の方が大会をぜひ応援したいというこ

とで同行されたことが、今回含めて一般的

に全国規模の大会に行かれている状況があ

るのかどうか、その点だけお聞かせくださ

い。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） 今回、北中学

校の吹奏楽部の父母会がありまして、その

中で父母が参加をしているとお聞きしてお

ります。 

このほかにも各種スポーツ大会、全国大

会、全道大会に出席、参加している実績が

ありますが、その中で父母が参加している

という報告も聞いております。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） ちなみに、今回

のコンクールには父母会から何人ぐらい応

援で参加されているか、もし状況がわかれ

ばお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） 正確な数字は

今手元にございませんが、１０名程度とお

聞きしております。 

以上でございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、承認第１１号専決処分の承認

についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は、承認することに決

定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１２ 議案第６８号 

○議長（大原 昇君） 日程第１２ 議案

第６８号美幌町議会議員の議員報酬及び費

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。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書の２３

ページをお開き願います。 
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議案第６８号美幌町議会議員の議員報酬

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御説明を申し上げま

す。 

美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定しようとする。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明をいたしますので、参考資料の１ペ

ージをお開き願います。 

資料１、議案第６８号関係。 

美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例制定

について。 

改正目的でございますが、本年８月７日

の人事院給与勧告に基づく国家公務員の給

与改定に準じまして、美幌町議会議員に係

る期末手当について、年間支給割合を変更

しようとするものであります。 

改正内容でありますが、期末手当の年間

支給割合を現行の３.３５月から改正後の

３.４月へ０.０５月分を引き上げます。 

平成３１年度につきましては、６月期末

手当を支給済みでございますので、１２月

の期末手当を０.０５月分引き上げ、令和２

年度以降については、６月、１２月の期末

手当をそれぞれ０.０２５月分引き上げるも

のであります。 

なお、参考資料の２ページに条例改正に

係る新旧対照表を添付しておりますので、

御参照いただければと思います。 

施行日につきましては、記載のとおりで

あります。 

以上、御説明を申し上げました。よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第６８号美幌町議会議員

の議員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採決し

ます。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１３ 議案第６９号 

○議長（大原 昇君） 日程第１３ 議案

第６９号美幌町長等の給与等に関する条例

の一部を改正する条例制定についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書の２４

ページになります。 

議案第６９号美幌町長等の給与等に関す

る条例の一部を改正する条例制定について

御説明を申し上げます。 

美幌町長等の給与等に関する条例の一部

を改正する条例を次のように制定しようと

する。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料の３ペー

ジをお開き願います。 

資料２、議案第６９号関係。 

美幌町長等の給与等に関する条例の一部

を改正する条例制定について。 

改正目的でございますが、議案第６８号

と同様、本年８月７日の人事院給与勧告に

基づく国家公務員の給与改定に準じまし

て、町長、副町長、教育長の期末手当につ

いて、年間支給割合を変更しようとするも

のであります。 

改正内容でありますが、期末手当の年間

支給割合を現行の４.４５月から改正後の

４．５月へと０.０５月分を引き上げます。 

平成３１年度につきましては、６月期末

手当を支給済みのため、１２月の期末手当
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を０.０５月分引き上げ、令和２年度以降に

つきましては、６月、１２月の期末手当を

それぞれ０.０２５月分引き上げるものであ

ります。 

なお、参考資料の４ページに条例改正に

係る新旧対照表を掲載しておりますので、

御参照をいただければと思います。 

施行日につきましては、記載のとおりで

ございます。 

以上、御説明を申し上げました。よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第６９号美幌町長等の給

与等に関する条例の一部を改正する条例制

定についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１４ 議案第７０号 

○議長（大原 昇君） 日程第１４ 議案

第７０号美幌町職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例制定についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書の２５

ページをお開き願います。 

議案第７０号美幌町職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条例制定について

御説明を申し上げます。 

美幌町職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例を次のように制定しようと

する。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料の５ペー

ジをお開き願います。 

資料３、議案第７０号関係。 

美幌町職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例制定について。 

改正目的でございますが、本年８月７日

の人事院給与勧告に基づく国家公務員の給

与改定に準じまして、所要の改正を行おう

とするものであります。 

改正内容でありますが、まず、美幌町職

員の給与に関する条例の改正でございま

す。 

１点目といたしまして、給料の改正にな

りますが、若年層に重点を置きながら、給

料表の水準を引き上げます。 

具体的には、３０代半ばまでの職員が在

職する号俸を引き上げるもので、平均の改

定率は０.１％、本年４月１日に遡及しての

適用となります。 

２点目といたしまして、期末手当及び勤

勉手当の改正になります。 

まず、①再任用職員以外の職員でありま

すが、民間の支給割合に見合うよう年間の

支給割合を４.４５月から４．５月へと０.

０５月分引き上げます。 

また、引き上げ分につきましては、民間

の支給状況等を踏まえ、勤勉手当に配分を

いたします。 

具体的には、平成３１年度の６月勤勉手

当は支給済みでありますので、１２月の勤

勉手当の支給割合を０.０５月分引き上げ、

令和２年度以降につきましては、６月、１

２月の勤勉手当をそれぞれ０.０２５月分引

き上げるものであります。 

②といたしまして、再任用職員について

でありますが、期末手当及び勤勉手当の年

間支給割合を民間の支給割合に見合うよう

現行の２.３５月から２.４月へ０.０５月分

引き上げることとし、引き上げ分について

は勤勉手当に配分をいたします。 

本年６月の勤勉手当につきましては支給
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済みでありますので、１２月の勤勉手当の

支給割合を０.０５月分引き上げ、令和２年

度以降につきましては、６月、１２月の勤

勉手当をそれぞれ０.０２５月分引き上げま

す。 

次に、参考資料６ページの美幌町一般職

の任期付職員の採用及び給与の特例に関す

る条例の改正でございます。 

改正内容でありますが、期末手当につい

て、民間の支給割合に見合うよう年間支給

割合を３.３５月から３.４月へ０.０５月分

を引き上げるものであります。 

本年６月の期末手当は支給済みでありま

すので、１２月の期末手当の支給割合を０.

０５月分引き上げ、令和２年度以降につき

ましては、６月、１２月の期末手当をそれ

ぞれ０.０２５月分引き上げます。 

適用年月日につきましては、それぞれ参

考資料に記載のとおりでございます。 

なお、参考資料といたしまして、７ペー

ジ、８ページに給与勧告の骨子を、９ペー

ジから２８ページまでに条例の新旧対照表

を、２９ページには給与改定の所要額調書

をそれぞれ添付してございますので、御参

照いただければと思います。 

以上、御説明を申し上げました。よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） 参考資料８ペー

ジの中の住居手当の関係で、今回、国はこ

こに書いてあるように、下限を引き上げ

て、原資を用いて改善するということで、

美幌町はこれをとり行わないという考え方

のようですけれども、そこに至った経緯

と、この結果実際に民間の住宅を借りてい

る職員にとって、美幌町は上げないことに

よって、職員にとっては現状維持というこ

とで、逆に改善というか、そういう状況が

あると思うのですけれども、職員組合とこ

の件についてどのような意見交換をして、

改正しないという考え方に至ったのかにつ

いて、あわせて御説明いただきたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） ただいまの御

質問でございますが、今回、国の住居手当

の改正に当たりましては、国家公務員の宿

舎の使用料が引き上げられているというこ

ともございまして、民間アパートとの均衡

がとれていないということを踏まえて、国

家公務員については、手当の支給の下限を

引き上げて、民間アパートに入居されてい

る職員と国家公務員の宿舎に入っている職

員との均衡を図るということで改定がなさ

れたと聞いているところであります。 

美幌町においては、給与改定でございま

すので、当初、国公準拠という形で改定も

検討したところでございますが、今回の改

定によって、本町の民間アパートに入って

いる職員、特に若い職員が多いという現状

にございます。 

また、今回の給与改定の給料表の引き上

げについては、特に３０代半ばまでという

ことで若年層に配慮した形の給料の改定で

ございますので、給料を引き上げる一方

で、住居手当が若年層の職員にマイナスに

なっていくというのは、美幌町の現状には

あっていないのではないかという内部での

検討結果になりました。 

また、管内の状況でありますけれども、

北見市や網走市等、人口規模の大きな市町

村におきましては、本町と同様に住宅手当

については改定を行わない方向であるとい

う情報も得ているところであります。 

また、こうした状況を踏まえて、組合側

とも意見交換をした中で、私たち町側の考

えを了承したいという話もございましたの

で、今回については住居手当の改正を行う

ことなく、美幌町としては現状の手当を支

給してまいりたいと、そのように考えてい

るところでございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり
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ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第７０号美幌町職員の給

与に関する条例等の一部を改正する条例制

定についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１５ 議案第７１号 

○議長（大原 昇君） 日程第１５ 議案

第７１号平成３１年度美幌町一般会計補正

予算（第６号）についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書の３８

ページをお開き願います。 

議案第７１号平成３１年度美幌町一般会

計補正予算（第６号）について御説明を申

し上げます。 

平成３１年度美幌町の一般会計補正予算

（第６号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ５,５８０万６,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１０９億１,８６７万３,０００円とす

る。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明をいたしますので、議案書の４

７ページ、４８ページをお開き願います。 

３、歳出であります。 

１款議会費、１項、１目議会費、議会運

営事務費の減、３０３万２,０００円の減。 

議員報酬２７万６,０００円の減でありま

すが、４月分の議員報酬１名分と５月臨時

会において正副議長、常任委員長等が選任

され、５月分の議員報酬が日割り計算によ

って支給されたことによる減額でございま

す。 

期末手当１４１万３,０００円の減は、新

任及び再任された議員５名分の６月手当支

給額の確定に伴う減額のほか、議案第６８

号で御説明をいたしました条例改正に伴う

期末手当支給割合引き上げに伴う増額でご

ざいます。 

議員共済費等１０６万３,０００円の減

は、共済費負担金の算定基準となる４月の

議員数の減少に伴う減額でございます。 

政務活動費交付金２８万円の減は、４月

分の政務活動費の申請がなかったことによ

る減額であります。 

次に、３款民生費、１項、１目社会福祉

総務費であります。 

国民健康保険特別会計負担事業費の減、

２５万５,０００円の減であります。 

国民健康保険特別会計繰出金２５万５,０

００円の減でありますが、給与改定及び会

計間異動に伴う整理になってございます。 

３目高齢者福祉費、後期高齢者医療特別

会計繰出金１０万３,０００円の増及び介護

保険特別会計繰出金４万３,０００円の減

は、それぞれ給与改定及び会計間異動に伴

う整理であります。 

次に、４款衛生費、１項、１目保健衛生

総務費、個別排水処理特別会計繰出金４２

万３,０００円の減につきましても、給与改

定に伴う整理になります。 

８款土木費につきましては、４９ペー

ジ、５０ページをお開き願います。 

４項、３目公共下水道費であります。 

公共下水道特別会計繰出金３０万５,００

０円の減、こちらにつきましても給与改定

及び会計間異動に伴う整理でございます。 

次に、１２款職員給与費、１項、１目職

員給与費であります。 

職員給与支給事務費の減、５,１８５万

１,０００円の減であります。 
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まず、特別職給１７７万円の減でありま

すが、本年６月２０日まで教育長が不在で

あったこと、町長及び副町長の１０月分給

料を１０％減額したことに伴います減額で

あります。 

次に、一般職給２,３５２万４,０００円

の減及び期末・勤勉手当７７０万９,０００

円の減につきましては、給与改定等に伴う

増額のほか、職員の退職に伴う減額による

補正でございます。 

その他手当６４４万３,０００円の減は、

主に職員の退職に伴う扶養手当、管理職手

当の減額になります。 

職員共済費等７８５万４,０００円の減

は、主に共済組合負担率の確定に伴う減額

であります。 

職員退職手当組合負担金４５２万５,００

０円の減及び職員福祉協会負担金２万６,０

００円の減は、給与改定及び会計間異動に

伴う減額でございます。 

次に、歳入について御説明をいたします

ので、４５ページ、４６ページをお開き願

います。 

２、歳入であります。 

１９款、１項、１目財政調整基金繰入

金、財政調整基金繰入金の減、５,５８０万

６,０００円の減でありますが、今回の補正

に伴いまして予算総額が減額となることか

ら、財政調整基金からの繰入金で財源調整

するものでございます。 

なお、参考資料の３０ページに財政調整

基金の年度末予定残高を添付してございま

すので、御参照いただければと思います。 

以上、御説明を申し上げました。よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第７１号平成３１年度美

幌町一般会計補正予算（第６号）について

を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

暫時休憩します。 

再開は、１１時１０分といたします。 

午前１０時５６分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時１０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１６ 議案第７２号 

○議長（大原 昇君） 日程第１６ 議案

第７２号平成３１年度美幌町国民健康保険

特別会計補正予算（第２号）についてを議

題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

民生部長。 

○民生部長（那須清二君） 議案書の５２

ページをお開き願います。 

議案第７２号平成３１年度美幌町国民健

康保険特別会計補正予算（第２号）につい

て御説明申し上げます。 

今回の補正につきましては、職員給与の

改定及び人事異動に伴う人件費の補正でご

ざいます。 

平成３１年度美幌町の国民健康保険特別

会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ２５万５,０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２６

億２,０６７万５,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

歳出から御説明申し上げますので、６
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１、６２ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１款総務費、１項、１目一般管理費につ

きましては、給与改定に伴う給料、職員手

当等の増額と人事異動に伴う職員の会計間

異動の人件費を精査した結果、２５万５,０

００円を減額するものでございます。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、５９、６０ページをお開き願います。 

２、歳入。 

４款繰入金、１項、１目一般会計繰入金

２５万５,０００円の減につきましては、人

件費に係る一般会計からの繰り入れを減額

するものでございます。 

以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第７２号平成３１年度美

幌町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１７ 議案第７３号 

○議長（大原 昇君） 日程第１７ 議案

第７３号平成３１年度美幌町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）についてを

議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

民生部長。 

○民生部長（那須清二君） 議案書の６４

ページをお開き願います。 

議案第７３号平成３１年度美幌町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いて御説明申し上げます。 

今回の補正につきましては、職員給与の

改定及び人事異動に伴う人件費の補正でご

ざいます。 

平成３１年度美幌町の後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１０万３,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億９,

８２８万１,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、７３、

７４ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１款総務費、１項、１目一般管理費につ

きましては、給与改定に伴う給料、職員手

当等の総額と人事異動に伴う職員の会計間

異動の人件費を精査した結果、１０万３,０

００円を増額するものでございます。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、７１、７２ページをお開き願います。 

２、歳入。 

２款繰入金、１項、１目事務費繰入金に

つきましては、人件費の増に伴い、１０万

３,０００円を増額するものでございます。 

以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第７３号平成３１年度美

幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１８ 議案第７４号 

○議長（大原 昇君） 日程第１８ 議案

第７４号平成３１年度美幌町介護保険特別

会計補正予算（第３号）についてを議題と

します。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

民生部長。 

○民生部長（那須清二君） 議案書の７６

ページをお開き願います。 

議案第７４号平成３１年度美幌町介護保

険特別会計補正予算（第３号）について御

説明申し上げます。 

今回の補正につきましては、職員給与の

改定及び人事異動に伴う人件費の補正でご

ざいます。 

平成３１年度美幌町の介護保険特別会計

補正予算（第３号）は、次に定めるところ

による。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ４万３,０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９億

４,１２０万６,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、８５、

８６ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１款総務費、１項、１目一般管理費につ

きましては、給与改定に伴う給料及び職員

手当等の増額と人事異動に伴う職員の会計

間異動の人件費を精査した結果、４万３,０

００円を減額するものでございます。 

次に歳入について御説明いたしますの

で、８３、８４ページをお開き願います。 

２、歳入。 

７款繰入金、１項、４目その他一般会計

繰入金４万３,０００円の減につきまして

は、人件費に係る一般会計からの繰り入れ

を減額するものでございます。 

以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第７４号平成３１年度美

幌町介護保険特別会計補正予算（第３号）

についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１９ 議案第７５号 

○議長（大原 昇君） 日程第１９ 議案

第７５号平成３１年度美幌町公共下水道特

別会計補正予算（第１号）についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設水道部長。 

○建設水道部長（川原武志君） 議案書８

８ページをお開き願います。 

議案第７５号平成３１年度美幌町公共下

水道特別会計補正予算（第１号）について

を御説明申し上げます。 

平成３１年度美幌町の公共下水道特別会

計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

今回の補正につきましては、職員４名に

係る給与改定及び人事異動に伴う人件費の

補正を行おうとするものであります。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ６１万６,０００円を追加し、歳入
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歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億

９０２万円とするものであります。 

第２項につきましては、事項別明細で御

説明申し上げますので、９７ページ、９８

ページをお開き願います。 

３、歳出であります。 

１款、１目一般管理費、６１万６,０００

円の増は、職員の給与改定及び人事異動に

係るものであります。 

次に、歳入について御説明申し上げます

ので、９５ページ、９６ページにお戻り願

います。 

２、歳入。 

今回の補正の財源は、個別排水処理の事

務を担当しております職員の人件費の４

０％相当を個別排水処理特別会計負担金と

して４２万３,０００円、一般会計繰入金と

して３０万５,０００円を減額し、残りの歳

出との差し引き１３４万４,０００円を前年

度繰越金に求めようとするものでございま

す。 

以上、御説明申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第７５号平成３１年度美

幌町公共下水道特別会計補正予算（第１

号）についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２０ 議案第７６号 

○議長（大原 昇君） 日程第２０ 議案

第７６号平成３１年度美幌町個別排水処理

特別会計補正予算（第１号）についてを議

題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設水道部長。 

○建設水道部長（川原武志君） 議案書の

１００ページをお開き願います。 

議案第７６号平成３１年度美幌町個別排

水処理特別会計補正予算（第１号）につい

て御説明申し上げます。 

平成３１年度美幌町の個別排水処理特別

会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

今回の補正につきましては、職員給与改

定及び人事異動に伴う公共下水道会計への

人件費相当分の負担金の補正を行おうとす

るものであります。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ４２万３,０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億

５０８万５,０００円とするものでありま

す。 

第２項につきましては、事項別明細で御

説明申し上げますので、１０９ページ、１

１０ページをお開き願います。 

３、歳出であります。 

１款、１目一般管理費、４２万３,０００

円の減は、個別排水処理の事務を担当して

おります職員の給与改定及び人事異動に伴

うものであります。 

次に、歳入について御説明申し上げます

ので、１０７ページ、１０８ページにお戻

り願います。 

２、歳入。 

今回の補正は、歳出の減に伴う一般会計

繰入金を減額するものであります。 

以上、御説明申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま
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す。 

これから、議案第７６号平成３１年度美

幌町個別排水処理特別会計補正予算（第１

号）についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２１ 議案第７７号 

○議長（大原 昇君） 日程第２１ 議案

第７７号平成３１年度美幌町水道事業会計

補正予算（第３号）についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設水道部長。 

○建設水道部長（川原武志君） 議案書の

１１２ページをお開き願います。 

議案第７７号平成３１年度美幌町水道事

業会計補正予算（第３号）について御説明

申し上げます。 

総則。 

第１条、平成３１年度美幌町の水道事業

会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

今回の補正につきましては、職員８名に

係る給与改定及び人事異動に伴う人件費の

補正を行おうとするものであります。 

収益的支出の補正、第２条と資本的支出

の補正、第３条につきましては、補正予算

実施計画書及び説明書で御説明申し上げま

す。 

議会の議決を経なければ流用することの

できない経費の補正。 

第４条、予算第７条に定めた経費は、記

載の金額であります。 

次に、１１３ページ、１１４ページをお

開き願います。 

補正予算実施計画書及び説明書、収益的

支出であります。 

記載の金額は、職員７名分の給与改定及

び人事異動に伴う人件費の増減でありま

す。 

次に、１１５ページ、１１６ページをお

開き願います。 

資本的支出であります。 

記載の金額は、職員１名分の給与改定に

伴う人件費の増であります。 

以上、御説明申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第７７号平成３１年度美

幌町水道事業会計補正予算（第３号）につ

いてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２２ 議案第７８号 

○議長（大原 昇君） 日程第２２ 議案

第７８号平成３１年度美幌町病院事業会計

補正予算（第２号）についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 議案１２４

ページをお開き願います。 

議案第７８号平成３１年度美幌町病院事

業会計補正予算（第２号）について御説明

を申し上げます。 

今回の補正につきましては、一般会計と

同様に、職員の給与改定及び会計間の異動

並びに年度途中の退職及び就職に伴う人件
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費の補正を行おうとするものでございま

す。 

第１条、平成３１年度美幌町の病院事業

会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

第２条、収益的支出の補正につきまして

は、実施計画書及び説明書で御説明申し上

げます。 

第３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の補正につきまして

は、今回の人件費の補正により、職員給与

費を３,８５５万８,０００円減額し、９億

３，７４１万２,０００円にしようとするも

のでございます。 

次に、１２５、１２６ページをお開き願

います。 

収益的支出の補正であります。 

１款、１項、１目給与費のうち、給料、

手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費に

つきましては、今回の職員の給与改定及び

会計間の異動並びに年度途中に採用できな

かった医師１名分と看護師等の年度途中の

退職、就職に伴う執行見込みからそれぞれ

記載の項目のとおり減額の補正を行うもの

でございます。 

以上、御説明いたしましたので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第７８号平成３１年度美

幌町病院事業会計補正予算（第２号）につ

いてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

──────────────────── 

◎閉会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本臨時会

に付議されました案件は全部終了しまし

た。 

会議を閉じます。 

これで、令和元年第７回美幌町議会臨時

会を閉会します。 

お疲れさまでした。 

 

午前１１時３２分 閉会   
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