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平 成 ２ ８ 年 第 １ 回 上 士 幌 町 議 会 臨 時会

議　事　日　程

平成２８年２月２日（火曜日）

日程第　１　会議録署名議員の指名

日程第　２　会期の決定について
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日程第　５　報　告　第　１号　専決処分の報告について

日程第　６　議　案　第　１号　議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

　　　　　　　　　　　　　　　部を改正する条例の制定について

日程第　７　議　案　第　２号　上士幌町町長等の給与に関する条例の一部を改正する条

　　　　　　　　　　　　　　　例の制定について
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　──────────────────────────────────────

◎開会の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　ただいまより、平成28 年第１回上士幌町議会臨時会を開会い

たします。

　　本日の議案説明のため地方自治法第121条の規定により、関係説明員の出席を求めて

おります。

（午前１０時００分）

　──────────────────────────────────────

◎開議の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　これより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。

　──────────────────────────────────────

◎議会運営委員会の報告

○議長（杉山幸昭議長）　議会運営委員長より、本日の議事運営について発言を求めます。

　　議会運営委員長、佐々木守議員。

○議会運営委員長（佐々木　守議員）　議会運営委員会よりご報告を申し上げます。

　　議会運営委員会は、１月28 日午前９時より委員会室において、議会運営委員全員の

出席をいただき、説明員に副町長の出席を求めて委員会を開催し、議事運営及び議案の

審議方法などについて審議いたしました。

　　議会運営委員会の審議の結果、本日の議事日程及び議案の審議方法については、既に

お手元に配付のとおり決定をいたしましたので、ご報告を申し上げます。

　　この際、議会運営委員会において協議されたことについて、ご報告を申し上げます。

　　１点目は、日程第６、議案第１号から日程第８、議案第３号につきましては、関連が

ありますので３件を一括上程及び質疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといた

します。

　　２点目は、日程第９、議案第４号から日程第14 、議案第９号までの平成27 年度上

士幌町一般会計補正予算並びに５特別会計補正予算は６会計を一括上程し、上程並び質

疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。

　　以上をもって議会運営委員会の議事運営報告といたします。

　──────────────────────────────────────

◎会議録署名議員の指名

○議長（杉山幸昭議長）　日程第１、会議録署名議員の指名を行います。
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　　会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において３番、中村保嗣議

員、４番、佐藤曻議員を指名いたします。

　──────────────────────────────────────

◎会期の決定について

○議長（杉山幸昭議長）　日程第２、会期の決定についてを議題といたします。

　　お諮りいたします。

　　今臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、会期は本日１日間と決定いたしました。

　──────────────────────────────────────

◎承認第１号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第３、承認第１号専決処分の承認についてを議題といたし

ます。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　綿貫町民課長。

○綿貫光義町民課長　ただいま上程されました承認第１号専決処分の承認について、その

提案理由と内容についてご説明申し上げます。

　　町例規集については、第６編財務、第３章町税をごらんください。

　　今回の専決処分を行った理由ですが、地方税法の一部を改正する法律、平成27 年法

律第２号のうち、平成28 年１月１日より施行される番号法の施行に係る部分の一部改

正に伴い、上士幌町税条例の一部を改正する条例の制定に急を要し、町議会を招集する

時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第１項の規定に基づき、平成 27 年

12 月 30 日付で専決処分を行いましたので、これを報告し、議会の承認を求めるもの

でございます。

　　専決処分による改正内容ですが、別紙、承認第１号関係資料、上士幌町税条例の一部

を改正する条例の新旧対照表をごらんください、第 51 条の町民税の減免申請及び第

139条の３の特別土地保有税の減免申請には、個人番号または法人番号の記載を求める

こととなっていますが、個人番号の記載を求めることによって生じる本人の確認の手続

等、納税義務者等の負担を軽減するため、個人番号の記載を不要とする見直しをするも

のでございます。第51 条第２項第１号中、または名称、住所もしくは居どころ、また
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は事務所、もしくは事業所の所在地及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう）または

法人番号及び住所または居どころ（法人にあっては、名称、事務所または事業所の所在

地及び法人番号）に改めるものでございます。

　　次に、第139条の３、第２項第１号中、「個人番号（行政手続における特定の個人を

識別するための利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この

番号において同じ）または」を削り、同条第15 項を行政手続における特定の個人を識

別するための利用等に関する法律第２条第15 項に改め、「個人番号または」を削るも

のございます。

　　附則として、この条例は公布の日から施行するものとするものでございます。

　　以上、承認第１号専決処分の承認について、その提案理由と内容についてご説明申し

上げました。ご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑

ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって、承認第１号に対する質疑を終結いたします。こ

れより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより承認第１号の採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　本件は承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、承認第１号は承認することに決定いたしました。

　──────────────────────────────────────

◎承認第２号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第４、承認第２号専決処分の承認についてを議題といたし

ます。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　野中保健福祉課長。

○野中美尾保健福祉課長　ただいま上程されました承認第２号専決処分の承認について、

その提案理由と内容についてご説明申し上げます。
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　　町例規集は、第７編民生、第３章国民健康保険をご参照願います。

　　このたび、専決処分を行った理由でありますが、地方税法の一部を改正する法律のう

ち平成28 年１月１日施行される番号法の施行に係る部分の一部改正に伴い、上士幌町

国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に急を要し、町議会を招集する時間的

余裕がなかったため、地方自治法第179条第１項の規定に基づき、平成 27 年 12 月

30 日付で専決処分を行いましたので、これを報告し、議会の承認を求めるものであり

ます。

　　本条例の一部改正につきましては、先般の12 月の定例議会におきまして、国民健康

保険税の減免申請には個人番号の記載を求めることとして議決をいただいたところです

が、平成27 年 12 月 16 日に決定された、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利用手続の一部を見直す方針が示され、個人番号の記載を

求めることによって生じる本人の確認の手続と納税義務者の負担を軽減するため、個人

番号の記載を不要とする見直しを行うものとされたことから、条例の一部改正の必要が

あるとしたものであります。

　　専決処分による改正内容でありますが、別紙資料、承認第２号関係の上士幌町国民健

康保険税条例の一部を改正する条例の新旧対照表をごらんください。

　　第23 条第２項中、氏名、住所及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう）を氏名及

び住所に改めるものです。

　　附則として、この条例は交付の日から施行するものとするものであります。

　　以上、承認第２号専決処分の承認について、その提案理由と内容についてご説明申し

上げました。ご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑

ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって、承認第２号に対する質疑を終結いたします。こ

れより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより承認第２号の採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　本件は承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）
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○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、承認第２号は承認することに決定いたしました。

　──────────────────────────────────────

◎報告第１号の上程、説明、質疑

○議長（杉山幸昭議長）　日程第５、報告第１号専決処分の報告についてを議題といたし

ます。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　高嶋総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　ただいま上程されました報告第１号専決処分の報告について、その

内容をご説明申し上げます。

　　平成27 年 10 月８日から９日にかけての台風23 号による強風により発生いたしま

した町有地内の倒木に係る損害賠償について、平成27 年 12 月 21 日付で示談書を取

り交わしました。その損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第180条第１

項の規定により、平成27 年 12 月 21 日付で専決処分を行いましたので、同条第２項

の規定に基づき議会に報告するものであります。

　　専決処分の内容につきましては、専決処分書をごらんください。あわせて、別紙報告

第１号関係資料、事故発生状況略図をご参照ください。

　　１の賠償の相手方は記載のとおりであります。

　　２の事故の概要ですが、平成27 年 10 月９日、午前９時半ごろ、台風23 号による

強風で町有地内の木が倒れ、民有地内の設備を損傷したものでございます。

　　３の和解の内容でありますが、（１）損害額、相手方の損害額は30 万5,100円とす

る。内訳は施設修理代 30 万5,100円であります。（２）過失割合、町の過失割合は

100％とする。（３）損害賠償額、町の損害賠償額は相手方の損害額の100％である

30 万5,100円とする。（４）決済の方法、町は相手方に 30 万5,100円を支払う。

（５）その他、今後本件に関しては異議を申し立てないこととするとなっております。

　　以上、報告第１号専決処分の報告についてのご説明とさせていただきます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑

ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって、質疑を終結いたします。

　　これをもって、報告第１号については報告済みといたします。

　──────────────────────────────────────
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◎議案第１号から議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第６、議案第１号議会の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の制定について、日程第７、議案第２号上士幌町町長

等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第８、議案第３号職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上３案を一括して議題

といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　高嶋総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　ただいま上程されました議案第１号議会の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、議案第２号上士幌町町長等の給与に関する

条例の一部を改正する条例及び議案第３号職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定について、以上３件を一括して、その提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　昨年８月に行われました国家公務員給与に対する平成27 年度の人事院勧告において、

職員の給与改定についての勧告がされましたことから、この勧告に準じて議会議員及び

町長等の特別職の期末手当と職員の給与について改正するものであります。

　　初めに、議案第１号議会の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

する条例の具体的な改正内容についてご説明いたします。

　　町例規集は第５編給与、第１章報酬・費用弁償をご参照願います。

　　条例につきましては、６月及び12 月支給分の期末手当につきまして、それぞれ支給

月数を改正するものであります。具体的な改正内容についてご説明いたします。議案第

１号関係、議会の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、

新旧対照表をご参照願います。下線部分が改正部分であります。

　　第１条は、平成27 年 12 月から適用する規定であります。第５条の期末手当につい

て、 12 月支給の期末手当を0.1カ月増額し、100分の212.5から100分の222.5に改

正するものであります。第２条は平成28 年度から適用する規定であります。第５条の

期末手当のうち、６月支給の期末手当を100分の197.5から100分の202.5に改正し、

12 月支給の期末手当を100分の222.5から100分の217.5に改正するものであります。

　　これにより、期末手当について平成26 年度に比較し、年間で0.1カ月引き上げるも

のであります。

　　なお、附則第１項として、この条例は交付の日から施行し、第２条の規定は平成28

年４月１日から施行するものであります。附則第２項では第１条の規定による改正後の

本条例の規定は、平成27 年 12 月１日から適用するものであります。附則第３項では、
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改正前の本条例の規定に基づいて支払われた期末手当については、改正後の本条例での

規定による内払いとみなすとするものであります。

　　次に、議案第２号上士幌町町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の具体的

な改正内容についてご説明いたします。

　　町例規集は第５編給与、第２章給料をご参照願います。

　　条例につきましては、６月及び12 月支給分の期末手当につきまして、それぞれ支給

月数を改正するものであります。具体的な改正内容についてご説明いたします。議案第

２号関係、上士幌町町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例、新旧対照表をご

参照願います。下線部分が改正部分であります。

　　第１条は平成27 年 12 月から適用する規定であります。第３条の期末手当について、

12 月支給の期末手当を0.1カ月増額し、100分の212.5から100分の222.5に改正す

るものであります。第２条は平成28 年度から適用する規定であります。第３条の期末

手当のうち、６月支給の期末手当を100分の197.5から100分の202.5に改正し、12

月支給の期末手当を100分の222.5から100分の217.5に改正するものであります。

　　これにより、期末手当について平成26 年度に比較し、年間で0.1カ月引き上げるも

のであります。

　　なお、附則第１項として、この条例は交付の日から施行し、第２条の規定は平成28

年４月１日から施行するものであります。附則第２項では第１条の規定による改正後の

本条例の規定は平成27 年 12 月１日から適用するものであります。附則第３項では、

改正前の本条例の規定に基づいて支払われた期末手当については、改正後の本条例の規

定による内払いとみなすものであります。

　　次に、議案第３号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の具体的な改正内容

についてご説明いたします。

　　町例規集は第５編給与、第２章給料をご参照願います。

　　条例につきましては、国家公務員給与の人事院勧告に基づき、行政職給料表について

平均で0.4％引き上げることとし、勤勉手当について0.1カ月引き上げるものでありま

す。

　　具体的な改正内容についてご説明いたします。議案第３号関係、職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例、新旧対照表をご参照願います。下線部分が改正部分であり

ます。

　　第１条は、平成27 年４月から適用する規定であります。第17 条の４、第２項第１

号の再任用職員以外の職員の勤勉手当について、12 月支給の勤勉手当を0.1カ月増額
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し、100分の 75 から100分の 85 に改正し、同条第２項第２号の再任用の勤勉手当に

ついて、12 月支給の勤勉手当を0.05 カ月増額し、100分の 35 から100分の 40 に

改正するものであります。

　　附則第13 項については、勤勉手当の支給総額についての規定であります。55 歳以

上の課長職で、給料表６級適用職員について、平成30 年３月31 日までの間、給料を

1.5％減額しているため、勤勉手当支給総額から1.5％相当分を減額するものあり、勤

勉手当支給率の改正に伴い、減額率について改正するものであります。

　　また、別表第１の第３条関係の給料表について、記載のとおり改正するものでありま

す。改定率につきましては、平均で0.4％の引き上げとなりますが、若年層に重点を置

いた改定となっており、0.3％から1.8％の改定率となっています。

　　第２条は平成28 年度から適用する規定であります。第17 条の４、第２項第１号の

再任用職員以外の職員の勤勉手当について、６月、12 月分をそれぞれ0.8カ月とし、

同条第２項第２号の再任用の勤勉手当について、６月支給分をそれぞれ0.375月に改正

するものであります。

　　附則第13 項については、勤勉手当の支給総額についての規定であり、55 歳以上の

課長職で、給料表６級適用職員について、平成 30 年３月 31 日までの間、給料を

1.5％減額しているため、勤勉手当支給総額から1.5％相当分を減額するものあり、勤

勉手当支給率の改定に伴い、減額率について改正するものであります。

　　なお、附則第１項として、この条例は交付の日から施行し、第２条の規定は平成28

年４月１日から施行するものであります。附則第２項では、第１条の規定による改正後

の本条例の規定は、平成27 年４月１日から適用するものであります。附則第３項では

改正前の本条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の内払いとみな

すとするものであります。

　　以上、提案理由と内容についてご説明をさせていただきました。ご審議の上、ご可決

いただきますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより３案を一括して質疑を

行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって、３案に対する質疑を終結いたします。

これより議案ごとに討論、採決を行います。

　　初めに、議案第１号に対する討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）
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○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第１号の採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　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）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第２号に対する討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第２号の採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　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）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第３号に対する討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第３号の採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　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）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。

　──────────────────────────────────────

◎議案第４号から議案第９号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第９、議案第４号平成27 年度上士幌町一般会計補正予算

（第 11 号）、日程第10 、議案第５号平成27 年度上士幌町国民健康保険特別会計補

正予算（第４号）、日程第11 、議案第６号平成27 年度上士幌町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号）、日程第12 、議案第７号平成27 年度上士幌町介護保険特別

会計補正予算（第３号）、日程第13 、議案第８号平成27 年度上士幌町水道事業特別

会計補正予算（第３号）、日程第14 、議案第９号平成27 年度上士幌町公共下水道事

業特別会計補正予算（第２号）、６案を一括して議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
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　　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　ただいま上程されました議案第４号、議案第５号、議案第６号、議

案第７号、議案第８号、議案第９号の提案理由と内容についてご説明を申し上げます。

　　このたびの補正予算につきましては、一般会計並びに５特別会計について補正を行う

ものでございます。補正総額は1,247万6,000円の追加補正となります。補正後の予算

規模は一般会計と５特別会計の総額で 90 億7,030万7,000円となります。

　　それでは、各会計の内容を申し上げます。議案第４号一般会計補正予算（第11 号）

であります。１ページをごらんいただきたいと思います。

　　第１条では既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ864万8,000円を追加し、総額を

70 億1,737万円とするものでございます。補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額

並びに補正後の歳入歳出予算の金額は２ページから３ページ、第１表のとおりでござい

ます。

　　歳出補正のうち、主なものといたしましては、人件費につきましては、総体として

674万9,000円を追加補正いたします。このほか、議会議員経費23 万3,000円、一般

管理経費20 万円、各特別会計への繰出金として61 万8,000円、葬祭場及び墓地管理

経費１万7,000円、女性がん検診普及啓発キャンペーン事業21 万4,000円、清掃業務

管理経費61 万7,000円でございます。事項別明細書以下につきましては、説明を省略

させていただきます。

　　次に、各特別会計の補正予算についてご説明を申し上げます。

　　議案第５号国民健康保険特別会計補正予算（第４号）をごらんください。

　　第１条では既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ332万8,000円を追加し、総額を９

億3,140万円とするものでございます。補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並び

に補正後の歳入歳出予算の金額は 18 ページ、第１表のとおりでございます。

　　歳出における補正の内容につきましては、人件費11 万8,000円。退職被保険者等療

養給付費221万円、退職被保険者等高額療養費100万円を追加補正いたします。事項別

明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。

　　次に、27 ページの議案第６号後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）をごらん

ください。

　　第１条では既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ５万7,000円を追加し、総額を

8,523万3,000円とするものでございます。補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額

並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 28 ページ、第１表のとおりでございます。

　　歳出の補正内容につきましては、人件費５万7,000円を追加補正するものでございま

－12－



す。事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。

　　次に、34 ページの議案第７号介護保険特別会計補正予算（第３号）をごらんくださ

い。

　　第１条では既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ24 万1,000円を追加し、総額を６

億714万3,000円とするものでございます。補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額

並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 35 ページ、第１表のとおりでございます。

　　歳出の主な補正内容につきましては、人件費24 万1,000円を追加補正いたします。

事項別明細書以下につきましては、説明を省略いたします。

　　次に、43 ページの議案第８号水道事業特別会計補正予算（第３号）をごらんくださ

い。

　　第１条では既定の歳入歳出予算の総額に 13 万円を追加し、総額を１億9,174万

2,000円とするものでございます。補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は 44 ページ、第１表のとおりでございます。

　　歳出の主な補正の内容につきましては、人件費13 万円を追加補正いたします。事項

別明細書以下につきましては、説明を省略いたします。

　　次に、50 ページの議案第９号公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）をごらん

ください。

　　第１条では既定の歳入歳出予算の総額に７万2,000円を追加し、総額を２億3,741万

9,000円とするものでございます。補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は 51 ページ、第１表のとおりでございます。

　　歳出の主な補正内容につきましては、人件費７万2,000円を追加補正いたします。事

項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。

　　以上、一般会計並びに５特別会計の補正内容についてご提案を申し上げました。よろ

しくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより会計ごとに質疑を行い

ます。

　　それでは、議案第４号平成27 年度上士幌町一般会計補正予算（第11 号）から質疑

を行います。

　　初めに、事項別明細書は歳出から質疑を行います。事項別明細書の歳出は６ページか

ら 10 ページまで一括して質疑を行います。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、給与明細書は11 ページから16 ページまでを一括して
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質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、一般会計補正予算書の１ページから５ページまでを一括

して質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上で議案第４号平成27 年度上士幌町一般会計補正予算（第

11 号）の質疑を終わります。

　　次に、特別会計補正予算の質疑を行います。特別会計の質疑は会計ごとに歳入歳出一

括して質疑を行います。

　　初めに、議案第５号平成27 年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

は 17 ページから 26 ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上で議案第５号平成27 年度上士幌町国民健康保険特別会計

補正予算（第４号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第６号平成27 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

は、 27 ページから 33 ページまで一括して質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上で議案第６号平成27 年度上士幌町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第７号平成 27 年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第３号）は、

34 ページから 42 ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上で議案第７号平成27 年度上士幌町介護保険特別会計補正

予算（第３号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第８号平成 27 年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第３号）は、

43 ページから 49 ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上で議案第８号平成27 年度上士幌町水道事業特別会計補正

予算（第３号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第９号平成27 年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

は、 50 ページから 56 ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）
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○議長（杉山幸昭議長）　以上で議案第９号平成27 年度上士幌町公共下水道事業特別会

計補正予算（第２号）の質疑を終わります。

　　これより議案ごとに討論、採決を行います。

　　初めに、議案第４号平成27 年度上士幌町一般会計補正予算（第11 号）の討論を行

います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第４号の採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　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）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第４号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第５号平成27 年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）の

討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第５号の採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　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）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第５号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第６号平成27 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

の討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第６号の採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　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）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第７号平成27 年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第３号）の討論

を行います。討論ありますか。
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（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第７号の採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　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）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第７号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第８号平成27 年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第３号）の討論

を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、議案第８号の採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　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）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第８号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第９号平成27 年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

の討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第９号の採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　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）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第９号は原案のとおり可決されました。

　──────────────────────────────────────

◎閉会の宣告

　　以上をもって、本臨時会の会議に付された案件の審議は全て終了いたしました。

　　お諮りいたします。

　　会議規則第７条の規定により、本臨時会はこれで閉会したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。

（「異議なし」の声）
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○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、本臨時会はこれで閉会することに決定いたしました。

　　これをもって、本日の会議を閉じます。

　　今臨時会の議事運営に特段のご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。

　　以上をもって、平成 28 年第１回上士幌町議会臨時会を閉会いたします。

（午前１０時４１分）
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