
        － 291 － 

                                         

◎議案第３７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 

議案第３８号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関 

する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第３９号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関す 

る条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第  ９号 平成２５年度白老町一般会計予算 

議案第１０号 平成２５年度白老町国民健康保険事業特別会計 

予算 

議案第１１号 平成２５年度白老町後期高齢者医療事業特別会 

計予算 

議案第１２号 平成２５年度白老町公共下水道事業特別会計予 

       算 

議案第１３号 平成２５年度白老町学校給食特別会計予算 

議案第１４号 平成２５年度白老町港湾機能施設整備事業特別 

会計予算 

議案第１５号 平成２５年度白老町墓園造成事業特別会計予算 

議案第１６号 平成２５年度白老町介護保険事業特別会計予算 

議案第１７号 平成２５年度白老町立特別養護老人ホーム事業 

特別会計予算 

議案第１８号 平成２５年度白老町立介護老人保健施設事業特 

別会計予算 

議案第１９号 平成２５年度白老町水道事業会計予算 

議案第２０号 平成２５年度白老町立国民健康保険病院事業会 

計予算 

○議長（山本浩平君） 日程第 12、議案第 37 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、議案第 38 号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例の制定について、議案第 39 号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に

関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第９号 平成 25 年度白老町一般会計予

算、議案第 10 号 平成 25 年度白老町国民健康保険事業特別会計予算、議案第 11 号 平成 25 年

度白老町後期高齢者医療事業特別会計予算、議案第 12 号 平成 25 年度白老町公共下水道事業

特別会計予算、議案第 13 号 平成 25 年度白老町学校給食特別会計予算、議案第 14 号 平成

25 年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算、議案第 15 号 平成 25 年度白老町墓園造成

事業特別会計予算、議案第 16 号 平成 25 年度白老町介護保険事業特別会計予算、議案第 17 号 

平成 25 年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計予算、議案第 18 号 平成 25 年度白老町
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立介護老人保健施設事業特別会計予算、議案第 19 号 平成 25 年度白老町水道事業会計予算、

議案第 20 号 平成 25 年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算、以上、平成 25 年度各会計

予算 12 件と、これに関連する条例の一部改正議案３件の合わせて 15 議案を一括して議題に供

します。 

本件につきましては、３月 12 日の本会議において予算等審査特別委員会に付託し、審査をい

ただいているところでありますが、その審査結果について委員長から報告書が提出されており

ます。 

予算等審査特別委員会委員長の報告を求めます。 

小西秀延委員長。 

〔予算等審査特別委員会委員長 小西秀延君登壇〕 

○予算等審査特別委員会委員長（小西秀延君） 予算等審査特別委員会審査報告。 

本委員会に付託された次の議案について、その審査結果を白老町議会委員会規則第 21 条の規

定により報告します。 

 記、１、付託議案。 

（１）、議案第 37 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。 

（２）、議案第 38 号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正

する条例の制定について。 

（３）、議案第 39 号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について。 

（４）、議案第９号 平成 25 年度白老町一般会計予算。 

（５）、議案第 10 号 平成 25 年度白老町国民健康保険事業特別会計予算。 

（６）、議案第 11 号 平成 25 年度白老町後期高齢者医療事業特別会計予算。 

（７）、議案第 12 号 平成 25 年度白老町公共下水道事業特別会計予算。 

（８）、議案第 13 号 平成 25 年度白老町学校給食特別会計予算。 

（９）、議案第 14 号 平成 25 年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算。 

（10）、議案第 15 号 平成 25 年度白老町墓園造成事業特別会計予算。 

（11）、議案第 16 号 平成 25 年度白老町介護保険事業特別会計予算。 

（12）、議案第 17 号 平成 25 年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計予算。 

（13）、議案第 18 号 平成 25 年度白老町立介護老人保健施設事業特別会計予算。 

（14）、議案第 19 号 平成 25 年度白老町水道事業会計予算。 

（15）、議案第 20 号 平成 25 年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算。 

２、審査の経過。 

平成 25 年３月 12 日に再開された定例会３月会議において本委員会に付託されたので、３月

19 日、21 日、22 日の３日間にわたり委員会を開催し慎重に審議した。 

３、審査の結果。 

（１）、議案第 37 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、可決
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すべきものと決定。 

（２）、議案第 38 号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、可決すべきものと決定。 

（３）、議案第 39 号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について、可決すべきものと決定。 

（４）、議案第９号 平成 25 年度白老町一般会計予算、可決すべきものと決定。 

（５）、議案第 10 号 平成 25 年度白老町国民健康保険事業特別会計予算、可決すべきものと

決定。 

（６）、議案第 11 号 平成 25 年度白老町後期高齢者医療事業特別会計予算、可決すべきもの

と決定。 

（７）、議案第 12 号 平成 25 年度白老町公共下水道事業特別会計予算、可決すべきものと決

定。 

（８）、議案第 13 号 平成 25 年度白老町学校給食特別会計予算、可決すべきものと決定。 

（９）、議案第 14 号 平成 25 年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算、可決すべきも

のと決定。 

（10）、議案第 15号 平成 25年度白老町墓園造成事業特別会計予算、可決すべきものと決定。 

（11）、議案第 16号 平成 25年度白老町介護保険事業特別会計予算、可決すべきものと決定。 

（12）、議案第 17 号 平成 25 年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計予算、可決すべ

きものと決定。 

（13）、議案第 18 号 平成 25 年度白老町立介護老人保健施設事業特別会計予算、可決すべき

ものと決定。 

（14）、議案第 19 号 平成 25 年度白老町水道事業会計予算、可決すべきものと決定。 

（15）、議案第 20 号 平成 25 年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算、可決すべきもの

と決定。 

以上であります。 

○議長（山本浩平君） ただいま小西秀延委員長から報告がありましたが、これに対して何か

質問などはございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本浩平君） 質問なしと認めます。 

次に、議案ごとに順次討論、採決を行うわけでありますが、この際お諮りいたします。既に

予算等審査特別委員会において各議案の討論を行っておりますので、討論を省略し、直ちに各

議案の採決を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」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本浩平君） ご異議なしと認めます。 

それでは、そのように取り扱いをさせていただきたいと思います。 

議案第 37 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、採決いたしま
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す。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（山本浩平君） 全員賛成。 

よって、議案第 37 号は、委員長報告のとおり決定いたしました。 

議案第 38 号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条

例の制定について、採決いたします。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○議長（山本浩平君） 賛成 11、反対２。反対、５番、松田謙吾議員、７番、 議員。 

よって、議案第 38 号は、委員長報告のとおり決定いたしました。 

議案第 39 号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について、採決いたします。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○議長（山本浩平君） 賛成 11、反対２。反対、５番、松田謙吾議員、７番、 議員。 

よって、議案第 39 号は、委員長報告のとおり決定いたしました。 

議案第９号 平成 25 年度白老町一般会計予算、採決いたします。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○議長（山本浩平君） 賛成７、反対６。反対、３番、斎藤征信議員、４番、大渕紀夫議員、

５番、松田謙吾議員、７番、 議員、13 番、前田博之議員、14 番、及川保議員。 

よって、議案第９号は、委員長報告のとおり決定いたしました。 

議案第 10 号 平成 25 年度白老町国民健康保険事業特別会計予算、採決いたします。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（山本浩平君） 全員賛成。 

よって、議案第 10 号は、委員長報告のとおり決定いたしました。 

議案第 11 号 平成 25 年度白老町後期高齢者医療事業特別会計予算、採決いたします。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○議長（山本浩平君） 賛成 11、反対２。反対、３番、斎藤征信議員、４番、大渕紀夫議員。 

よって、議案第 11 号は、委員長報告のとおり決定いたしました。 

議案第 12 号 平成 25 年度白老町公共下水道事業特別会計予算、採決いたします。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 
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○議長（山本浩平君） 全員賛成。 

よって、議案第 12 号は、委員長報告のとおり決定いたしました。 

議案第 13 号 平成 25 年度白老町学校給食特別会計予算、採決いたします。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（山本浩平君） 全員賛成。 

よって、議案第 13 号は、委員長報告のとおり決定いたしました。 

議案第１4 号 平成 25 年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算、採決いたします。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○議長（山本浩平君） 賛成 11、反対２。反対、３番、斎藤征信議員、４番、大渕紀夫議員。 

よって、議案第 14 号は、委員長報告のとおり決定をいたしました。 

議案第 15 号 平成 25 年度白老町墓園造成事業特別会計予算、採決いたします。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（山本浩平君） 全員賛成。 

よって、議案第 15 号は、委員長報告のとおり決定いたしました。 

議案第 16 号 平成 25 年度白老町介護保険事業特別会計予算、採決いたします。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（山本浩平君） 全員賛成。 

よって、議案第 16 号は、委員長報告のとおり決定いたしました。 

議案第 17号 平成 25年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計予算を採決いたします。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（山本浩平君） 全員賛成。 

よって、議案第 17 号は、委員長報告のとおり決定いたしました。 

議案第 18 号 平成 25 年度白老町立介護老人保健施設事業特別会計予算、採決いたします。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（山本浩平君） 全員賛成。 

よって、議案第 18 号は、委員長報告のとおり決定いたしました。 

議案第 19 号 平成 25 年度白老町水道事業会計予算、採決いたします。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（山本浩平君） 全員賛成。 
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よって、議案第 19 号は、委員長報告のとおり決定いたしました。 

議案第 20 号 平成 25 年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算、採決いたします。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（山本浩平君） 全員賛成。 

よって、議案第 20 号は、委員長報告のとおり決定いたしました。 


