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開会 午前９時５１分 

◎開会宣告 

〇議長 

 これより令和２年第１回砂川地区保健衛生組合議会定例会を開会いたします。 

 

◎開議宣告 

〇議長 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 

◎日程第１ 会議録署名議員指名 

〇議長 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員として村上隆興議員及び石川正人議員を指名いたします。 

 議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

 

◎日程第２ 会期の決定 

〇議長 

 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

おはかりします。 

本定例会は、３月５日、１日間としたいと思います。これにご異議はありませんでしょう

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ご異議なしと認め、会期は３月５日、１日間と決定いたしました。 

 

◎日程第３ 主要行政報告 

〇議長 

 日程第３、主要行政報告を求めます。 

事務局長。 

〇事務局長 

 それでは、令和元年１０月以降の保健衛生組合の主要行政についてご説明を申し上げま

す。 

１．議会関係では、令和元年１１月２５日に第２回組合議会定例会を開催したところであ

ります。 

２．総務関係では、例月出納検査につきまして、記載の日程により４回実施されたところ

であります。 

３．共同事務では、平成３１年４月から令和元年１２月までの状況についてご報告申し上

げます。 

 初めに、火葬場施設に関する事務で、「吉野斎苑」に係る火葬炉・動物炉の使用状況であ



りますが、遺体が 306件、死胎・その他が 3件、動物が 358件であり、昨年度との比較に

つきましては、それぞれ記載のとおりであります。 

 続きまして、ごみ処理施設に関する事務で、「クリーンプラザくるくる」に係るごみ搬入

状況でありますが、可燃ごみから資源ごみ・危険ごみまでの合計で 7,513,270kgであり、

昨年度との比較につきましては、185,990kgの減であり、対前年比率は 97.58％でありま

す。 

 続きまして、「中・北空知エネクリーン」に係る可燃ごみ搬送量につきましては、

4,764,420kgであり、昨年度との比較につきましては、59,490kgの増であり、対前年比率

は 101.26％であります。 

なお、「クリーンプラザくるくる」に係るごみ搬入状況のうち、可燃ごみの合計

4,351,780kgとの差であります 412,640kgにつきましては、不燃ごみ・粗大ごみ・生ごみ・

資源ごみを再分別した結果、可燃ごみに加わったことによるものであります。 

裏面をご覧頂きたいと存じます。 

４．その他でありますが、（１）視察状況では、平成３１年４月から令和元年１２月まで

の「クリーンプラザくるくる」の状況につきましては、合計で 16団体、人数は 240名で

あります。 

以上、主要行政報告の説明とさせていただきます。 

 

◎日程第４ 議案第１号 令和元年度砂川地区保健衛生組合会計補正予算につい 

           て 

〇議長 

  日程第４、議案第１号 令和元年度砂川地区保健衛生組合会計補正予算についてを議題

とします。 

提案者の説明を求めます。 

 事務局次長。 

〇事務局次長 

 議案第１号、令和元年度砂川地区保健衛生組合会計補正予算についてご説明申し上げま

す。 

今回の補正は、第１号であります。 

 なお、今年度の砂川地区保健衛生組合会計予算全体における元号の表示については、「令

和」に統一するものであります。 

 第１条は歳入歳出の補正であり、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 71万 2千円

を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 610,525,000円とするものであります。 

それでは、歳出からご説明申し上げます。１４ページをお開き願います。 

２款、総務費、１項、１目、一般管理費で 63万 2千円の減額補正は、ホームページ管理

委託料の減によるものであります。１６ページをお開き願います。 

３款、保健衛生費、１項、１目、火葬場費で 23万 6千円の減額補正は、職員手当等では

増となるものの、保守点検委託料等が減となることによるものであります。 



２項、１目、ごみ処理施設管理費で 15万 6千円の増額補正は、給料等では減となるもの

の、燃料費等が増となることによるものであります。 

以上が歳出でありますが、歳入については総括でご説明申し上げますので、５ページをお

開きいただきたいと存じます。 

 １款、分担金及び負担金は、歳出予算における構成市町の分担額から使用料及び手数料等

の歳入を見込み、412万 3千円を減額するものであります。 

２款、使用料及び手数料は、火葬場使用料及びごみ処理手数料で 134 万 5 千円を増額す

るものであります。 

４款、諸収入は、グリーン電力環境価値売却収入では減となるものの、雑入及び資源ごみ

売り払い収入の増により 206万 6千円を増額するものであります。 

歳入合計では、71万 2千円を減額し、6億 1,052万 5千円とするものであります。 

 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長 

 これより質疑に入ります。 

 ご発言はありませんでしょうか。 

 小黒弘議員。 

〇小黒弘議員 

１４ページのホームページ管理委託料について、当初予算は調べてこなかったんですけ

ど、全額の減額補正になっているかどうかお伺いします。 

〇議長 

 事務局次長。 

〇事務局次長 

皆減となっております。全額の減額となっております。 

〇議長 

小黒弘議員。 

〇小黒弘議員 

折角、当初でホームページを作ろうとしたのに、作らなくなったということですよね。く

るくるのホームページって、あったらすごく良いだろうとは思ってはいたんですよ。 

作るときに、例えば何時から何時までやってるとか、どういう仕組みでやってるとか、詳

しくホームページでやれば、アクセスはあるんじゃないかと思うんですよね。 

これを皆減して、どうしようとするんですか。 

〇議長 

 事務局次長。 

〇事務局次長 

ホームページの委託料でございますけれども、ホームページ自体は、砂川市のホームペー

ジの方に、間借りといいますか掲載することができるようになりましたので、予算として

皆減とさせていただいております。ホームページ自体については、本年度中に立ち上げる

予定でございます。 



〇議長 

小黒弘議員。 

〇小黒弘議員 

だったら、なんで当初予算にこれを載せようとしたかですよ。今だって、くるくるって入

れたら、砂川市の方のどっかのサイトにはとぶんですよ。もちろん。砂川市で、別枠でや

るわけがないじゃないですか。きっとね。それもおかしな話だし、だったとすれば何故、

必要だからあげたはずなんで、砂川市に間借りできるからいいわと、そんな簡単なもので

最初の当初予算あげているんだとすれば、意味が違うんじゃないかと思うんですけれど

も、是非とも、ホームページは単独で作られた方がいいと思いますけれども。ここんとこ、

間借りで本当にいいんですかというふうに思いますが。そこのところお伺いします。 

〇議長 

事務局次長。 

〇事務局次長 

当初予算にあげさせていただいたのは、以前の砂川市のホームページがありましたけれ

ども、その当時は、各担当とも話しましたけれども、新しくそちらの方には載せることが

できないということで、サーバーの方が今回新しくなったことによりまして、新たに外部

のサーバーの方に一緒にできるという回答を後日いただきまして、大変申し訳なかった

んですけれども、当初予算にあげさせていただいたところであります。 

ホームページの内容につきましては、当初、検討して考えておりましたような形のホーム

ページを現在では砂川市の外部サーバーの方に構築できるということで、当初期待して

いたようなホームページを作成することができると思っております。 

〇議長 

小黒弘議員。 

〇小黒弘議員 

間借りするって言葉はね、よくわかんないわけですよ。例えば、検索してクリーンプラザ

くるくるとかって検索しますよね、そしたら、あたかも単独のホームページが立ち上がっ

たようになってくるものなのか、まず、砂川市のホームページに入っていきながら、また、

そこからなっていくものなのか、ここだけ最後に確認してもらって、できれば、クリーン

プラザのホームページらしく、きちっと立ち上がりながら実は砂川市に間借りしている

っていうんであれば、まだ、許される範囲かなと思いますので、そこんところ最後に確認

をさせてもらいます。 

〇議長 

事務局次長。 

〇事務局次長 

 ホームページを検索した場合に、議員さんがおっしゃるように、くるくるのホームページ 

が立ち上がるようになっており、砂川市の方にはリンクという形でホームページからも

行くことができるようになってございます。 

 



〇議長 

 事務局長。 

〇事務局長 

 インターネットでくるくるの検索をすれば、保健衛生組合くるくるの状況がまず見れると 

いうことと、砂川市のホームペ―ジからもいけるという２つであります。 

 また、現在、作成しているところで、一部ホームページ上で見れる情報もありますので順 

 次内容を充実させていくようなことで考えております。 

〇議長 

 ほかに質疑ございますでしょうか。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これで、質疑を終わります。 

 続いて、討論に入ります。 

 討論ありませんでしょうか。 

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これより議案第 1号を採決いたします。 

 本件を原案のとおり決定することに、ご意義ありませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第５ 行政執行方針 

〇議長 

日程第５、これより組合長の行政執行方針の説明を求めます。 

組合長。 

〇組合長 

令和２年第１回砂川地区保健衛生組合議会定例会の開会にあたり、令和２年度の行政執

行方針について申し上げます。 

本組合の事業につきましては、清潔で美しい環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、 

廃棄物の適正かつ効率的な処理に努め、地域住民の安心・安全で快適な生活環境の確保

に向けて、より一層の努力を続けてまいります。 

また、昨年１０月には消費税率等の引き上げが実施され、さらに今年に入ってからの新

型コロナウイルス感染症の発生による経済活動への影響など、景気の先行きが見通せな

い中、構成市町における財政運営は一段と厳しい状況が予想されることから、効率的か

つ効果的な施設の維持管理及び事業の運営に努め、経費の節減を図るとともに、構成市

町との連携のもと適切な事務処理に努めてまいります。 

以下、事業ごとに順次申し上げます。 

はじめに、「吉野斎苑」火葬場について申し上げます。 



施設の運営にあたりましては、常にご遺族の心に寄り添った適切な対応に努めてまいり

ます。 

施設の維持管理等につきましては、本年度におきましても、火葬炉の炉内台車耐火物交

換、主燃焼室セラミック貼替、排気ファン交換などを計画的に修繕整備するほか、待合

室に設置されているエアコンの室外機１台、室内機４台を更新する「吉野斎苑待合室エ

アコン更新工事」を実施するなど、構成市町と連携し施設の適正な管理と健全な運営に

努めてまいります。 

また、火葬場施設に関する更なる共同利用に向け、奈井江町・浦臼町と検討を進めてま

いります。 

つぎに、ごみ処理施設について申し上げます。 

「クリーンプラザくるくる」のリサイクル施設では、「雑紙」を資源として回収するほか、

「小型家電」のピックアップ回収、粗大・不燃ごみや破砕後に発生する木くずの再利用

に継続して取り組むなど、ごみの減量化と資源化を図り、ごみの効率的かつ適正な処理

に努めてまいります。 

また、２か年に亘った「クリーンプラザくるくる長寿命化工事」は完了しましたが、毎 

年の維持修繕を継続するほか、「クリーンプラザくるくるトラックスケール更新工事」を 

実施してまいります。 

このほか、地域住民をはじめ関係団体や関係機関の施設見学や視察を積極的に受け入れ、 

住民・事業者・行政がそれぞれの役割分担と責務のもと協働による循環型社会形成の推

進を図ってまいります。 

つぎに、組合会計予算について申し上げます。 

本年度の予算総額は、314,302,000円で、前年度当初予算と比較しますと、額で 

296,935,000円、率で 48.58パーセントの減となっております。 

歳入では、全体の 81.61パーセントにあたる構成市町の分担金 256,512,000円、各施設

での使用料及び手数料 52,946,000円が主な財源となっております。 

歳出では、火葬場費は、56,061,000 円で前年度比 8.96 パーセントの増で、主な要因は

「吉野斎苑待合室エアコン更新工事費」を計上したことによるものであります。 

ごみ処理施設費は、257,420,000円で、前年度比 53.83パーセントの減で、主な要因は 

「クリーンプラザくるくるトラックスケール更新工事費」等を新たに計上しております

が、「クリーンプラザくるくる長寿命化工事費」の減によるものであります。 

以上、申し上げてまいりましたが、事業の運営にあたりましては、構成市町と緊密に連

携を保ちながら、適切な管理運営に努めてまいりますので、組合議会並びに関係各位の

ご理解とご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げまして、令和２年度行政執行方針

といたします。  

 

◎日程第６ 議案第３号 砂川地区保健衛生組合会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例の制定について 

 



〇議長 

 日程第６、議案第３号 砂川地区保健衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例の制定についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

 事務局次長。 

〇事務局次長 

 議案第３号、砂川地区保健衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の制定について、ご説明申し上げます。 

制定の理由は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が公布されたことに

伴い、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する必要な事項を定めるため、本条例を

制定しようとするものであります。 

裏面をご覧願います。 

砂川地区保健衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例ですが、章に

沿ってご説明申し上げます。 

第１章は総則で、現在、非常勤嘱託員等として採用されている職員を会計年度任用職員へ

移行し、当該職員にかかる給与及び費用弁償について必要な事項を本条例において規定

するもので、第１条で趣旨を、第２条では給与の定義と支払方法を定めるものであります。 

第２章はフルタイム会計年度任用職員の給与についての規定で、第３条で給料は別表第

１に掲げる給料表によるものと定め、第４条で職務の級について、別表第２に掲げる等級

別基準職務表によるものと定め、第５条で号俸については規則に定める基準に従い任命

権者が決定しようとするものであります。 

第６条 給料の支給方法、３ページ、第７条 給与の減額、第８条 通勤手当、第９条 特殊

勤務手当、第１０条 時間外勤務手当、第１１条 休日勤務手当、第１２条 夜勤手当、第

１３条 期末手当、４ページ、第１４条 勤務１時間当たりの給与額にかかる規定は、砂川

地区保健衛生組合職員諸給与条例の適用を受ける職員の例によると定めるものでありま

す。 

第３章は、パートタイム会計年度任用職員の給与等についての規定で、第１５条は報酬に

かかる定めで、第１項から第６項において規定しております。第１６条は特殊勤務に係る

報酬について、第１７条は時間外勤務に係る報酬について、５ページ、第１８条は休日勤

務に係る報酬について、６ページ、第１９条は夜間勤務に係る報酬について、それぞれ規

定しております。第２０条は期末手当の定めで、第１項から、第４項において規定してお

ります。第２１条は報酬の支給方法の定めで、第１項から、第４項において規定しており

ます。７ページ、第２２条は勤務１時間当たりの報酬額の定めで、第１７条及び第１８条

において適用される時間外単価の基準を第１号から第３号において定めるものでありま

す。 

第２３条は報酬の減額について、第２４条は通勤に係る費用弁償について、第２５条は公

務のための旅行に係る費用弁償について、それぞれ規定しております。 

８ページ、第４章は雑則で、第２６条は会計年度任用職員の給与からの控除について、第



２７条は組合長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与について、第２８条は、休職

者の給与について規定しております。第２９条は委任の定めで、この条例の施行に関し必

要な事項は規則で定めるとするものであります。 

附則、第１項は施行期日であり、この条例は令和２年４月１日から施行するものでありま

す。第２項は会計年度任用職員への移行にかかる経過措置で、この条例の施行の日の前日

まで地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律第１条の規定による改正前の法

に基づき任用されていた非常勤職員及び臨時的任用職員が、施行日において引き続き会

計年度任用職員として任用され、この条例の適用を受けることとなった場合の給料の月

額が施行日の前日に受けていた報酬又は賃金の月額、日額及び時間額に達しないことと

なる者には、給料の月額が施行日の前日に受けていた報酬又は賃金の月額、日額及び時間

額に達するまでの間、給料の月額のほか、その差額に相当する額を給料または報酬として

支給する。とするものであります。 

第３項は、この条例の施行に伴い、砂川地区保健衛生組合非常勤嘱託員等の給与等に関す

る条例は、廃止する。とするものであります。 

９ページ、１０ページは、別表第１「第３条関係」の、給料表。１１ページは、別表第２

「第４条関係」の「等級別基準職務表」でありますが、準則通りの基準表となっておりま

す。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長 

これより質疑に入ります。 

 ご発言ありませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これで、質疑を終わります。 

 続いて、討論に入ります。 

 討論ありませんでしょうか。 

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これより議案第３号を採決いたします。 

 本件を原案のとおり決定することに、ご意義ありませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第７ 議案第４号 砂川地区保健衛生組合職員定数条例等の一部を改正す

る条例の制定について 

〇議長 

日程第７、議案第４号 砂川地区保健衛生組合職員定数条例等の一部を改正する条例の

制定についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 



 事務局次長。 

〇事務局次長 

議案第４号、砂川地区保健衛生組合職員定数条例等の一部を改正する条例の制定につい

てご説明申し上げます。 

 改正の理由は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が公布されたことに

伴い、会計年度任用職員に関する規定を整備するとともに、条文を整理するため、砂川地

区保健衛生組合職員定数条例等の一部を改正しようとするものであります。 

 裏面をご覧願います。 

砂川地区保健衛生組合職員定数条例等の一部を改正する条例でありますが、説明にあた

りましては、７ページ、議案第４号附属説明資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。 

表の左が現行、右が改正後で、改正部分にはアンダーラインを表示しております。 

 はじめに、第１条 砂川地区保健衛生組合職員定数条例の一部改正でありますが、第１条

は「定義」の定めであり、第１条中「一般職の地方公務員の職員」を「者」に改めるもの

であります。 

 次に、第２条 砂川地区保健衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正であり

ますが、第２条は、「育児休業をすることができない職員」の定めで、同条に非常勤職員

について規定する第３号を加え、第２条の２は、「育児休業法第２条第１項の条例で定め

る者」の定めで、同条中「第６条の４第２項」を「第６条の４第１号」に、「第６条の４

第１項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」を

「第６条の４第２号に規定する養子縁組里親」に改め、第２条の３を第２条の４とし、第

２条の２の次に、「育児休業法第２条第１項の条例で定める日」を規定する第２条の３を

加え、１０ページ、第３条は「再度の育児休業をすることができる特別の事情」の定めで、

同条に第７号、第８号の２号を加え、第７条は、「育児休業をしている職員の期末手当等

の支給」の定めで、同条第２項中「している職員」の次に「地方公務員法第２２条の２第

１項に規定する職員を除く。」を加え、第８条は「育児休業した職員の職務復帰後におけ

る号俸の調整」の定めで、同条の見出し中「育児休業した」を「育児休業をした」に改め、

同条中「した職員」の次に「会計年度任用職員を除く。」を加え、１１ページ、第１２条

は「育児短時間勤務の勤務の形態」の定めで、同条第２項中「職員の勤務時間及び休暇等

に関する条例」を「砂川地区保健衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例」に改め、

第１５条は、「部分休業をすることができない職員」の定めで、同条中「育児短時間勤務

又は育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をしている」を「次に掲げる」に改め、

同条に第１号、第２号の２号を加え、第１６条は「部分休業の承認」の定めで、同条第１

項中「勤務時間」の次に「非常勤職員にあっては、当該非常勤職員について定められた勤

務時間」を加え、同条第２項中「昭和２２年法律第４９号」を削り、１２ページ、同条に

非常勤職員に対する部分休業の承認について規定する。第３項を加え、第１７条は「部分

休業をしている職員の給与の取扱い」の定めで、同条に、非常勤職員について規定する第

２項を加えるものであります。 

 次に、第３条 砂川地区保健衛生組合職員諸給与条例の一部改正でありますが、第２条は



「給料」の定めで、同条中「職員の勤務時間及び休暇等に関する条例」を「砂川地区保健衛 

 生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例」に改め、第１１条は「特殊勤務手当」の定

めで、同条第２項を削り、第１２条及び第１３条を「第１２条 削除」、「第１３条 削除」

に改め、第２４条を第２５条とし、第２３条の次に「会計年度任用職員の給与」の定めで

ある第２４条法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員の給与は、別に条例で

定める。の１条を加えるものであります。 

次に、第４条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改

正でありますが、題名を「砂川地区保健衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災

害補償等に関する条例」に改め、第２条は「職員」の定めで、同条中「その他」を「、非

常勤の委員その他」に改め、第４条は「実施機関」の定めで、同条第１項第２号中「非常

勤の監査委員」の次に「及び非常勤の委員」を加え、１４ページ第６条は「補償基礎額」

の定めで、同条を記載のとおり改めるものであります。 

 附則、第１項は施行期日であり、この条例は、令和２年４月１日から施行するとするもの

であります。 

 第２項は、「公務災害補償等に関する経過措置」であり、第４条の規定による改正後の砂

川地区保健衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第６

条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤

による災害に係る補償について適用する。とするものであります。 

 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます 

〇議長 

 これより質疑に入ります。 

ご発言ありませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これで、質疑を終わります。 

 続いて、討論に入ります。 

 討論ありませんでしょうか。 

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これより議案第４号を採決いたします。 

 本件を原案のとおり決定することに、ご意義ありませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第８ 

 議案第５号 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の 

制定について 

〇議長 

日程第８、議案第５号 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例



の制定についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

 事務局次長。 

〇事務局次長 

 議案第５号、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いてご説明申し上げます。 

改正の理由は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の趣旨に基づ

く国家公務員の措置を踏まえ、正規の勤務時間以外の時間における勤務の規定を改める

とともに、条文を整理するため、本条例の一部を改正しようとするものであります。 

 裏面をご覧願います。 

砂川地区保健衛生組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例で

ありますが、説明にあたりましては、３ページ、議案第５号附属説明資料の新旧対照表に

よりご説明申し上げます。 

表の左が現行、右が改正後で、改正部分にはアンダーラインを表示しております。 

 題名を「砂川地区保健衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例」に改め、第８条は

「正規の勤務時間以外の時間における勤務」の定めで、同条に第３項、前項に規定するもの 

 のほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、   

組合規則で定める。の１項を加えるものであります。 

 附則、第１項は施行期日であり、この条例は、令和２年４月１日から施行するとするもの 

であります。 

 第２項及び第３項は、本条例を引用する条例の一部改正であり、砂川地区保健衛生組合職

員の育児休業等に関する条例第１２条第２項中「職員の勤務時間及び休暇等に関する条

例」を「砂川地区保健衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例」に改め、砂川地区

保健衛生組合職員諸給与条例第２条中「職員の勤務時間及び休暇等に関する条例」を「砂

川地区保健衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例」に改めるものであります。 

 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長 

 これより質疑に入ります。 

ご発言ありませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これで、質疑を終わります。 

 続いて、討論に入ります。 

 討論ありませんでしょうか。 

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これより議案第５号を採決いたします。 

 本件を原案のとおり決定することに、ご意義ありませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 



ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第９ 議案第２号 令和２年度砂川地区保健衛生組合会計予算 

〇議長 

日程第９、議案第２号 令和２年度砂川地区保健衛生組合会計予算についてを議題とい

たします。 

提案者の説明を求めます。 

 事務局次長。 

〇事務局次長 

 議案第２号、令和２年度砂川地区保健衛生組合会計予算について、ご説明申し上げます。 

予算書の表紙をお捲りいただきたいと存じます。 

第１条は、歳入歳出予算であります。 

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3億 1,430万 2千円と定めるものであります。 

この予算は令和元年度当初予算と比較しますと、額で 2 億 9,693 万 5 千円の減、対前年

比で 48.57％の減となったところであります。 

それでは、歳出からご説明申し上げます。１８ページをお開き願います。 

１款、議会費、１項、１目、議会費は、12万 5千円で前年度と比較して、2万 5千円の減

となります。２０ページをお開き願います。 

２款、総務費、１項、１目、一般管理費は、49万 6千円で前年度と比較して、137万 1千

円の減となります。主な要因は、財務会計システムの入替え完了による電算事務負担金の

減、ホームページ管理委託料の減等によるものであります。 

 １項、２目、会計管理費は、20万円で前年度と同額であります。 

 ２２ページをお開き願います。 

 ３款、保健衛生費、１項、１目、火葬場費は、5,606万 1千円で前年度と比較して、461 

万 1千円の増となります。主な要因は、職員等人件費では減となるものの、光熱水費、修

繕料が増となった外、工事請負費でフロンガスの生産が昨年末をもって中止となったこ

とや既設エアコンの部品調達が困難になっていることから、待合室に設置されているエ

アコン４台を更新する「吉野斎苑待合室エアコン更新工事」609万 4千円を計上したこと

などによるものであります。 

 なお、１節、報酬から、５節、災害補償費までの人件費につきましては、本年度は火葬場 

費 7％、ごみ処理施設費 93％の割合で、それぞれ按分し計上しているところであります。 

 ２４ページをご覧願います。 

２項、１目、ごみ処理施設管理費は、2億 5,742万円で前年度と比較して、3億 15万円の

減となります。主な要因は、職員等人件費の増、働き方改革等による人員増などにより「く

るくるの管理等委託料」等の委託料が増となるほか、工事請負費で、15 年以上が経過し

老朽化したトラックスケールの更新のため「クリーンプラザくるくるトラックスケール

更新工事費」858 万円を、研修室用パソコン等購入のため備品購入費 13 万 2 千円を新た

に計上しておりますが、「クリーンプラザくるくる長寿命化工事」の完了による工事請負



費の減によるものであります。 

以上が歳出でありますが、歳入につきましては、総括でご説明申し上げますので、５ペー

ジをお開き願います。 

１款、分担金及び負担金は 2 億 5,651 万 2 千円で、前年度と比較して 2 億 9,005 万 6 千

円の減で、各施設の経費等について組合規約に基づき構成市町が負担する分担金の減に

よるものであります。 

２款、使用料及び手数料は 5,294万 6千円で、前年度と比較して 500万 4千円の減で、主

な要因は、火葬場使用料及びごみ処理手数料の減によるものであります 

３款、財産収入は 1万 9千円で、前年度と同額であります。 

４款、諸収入は 482 万 5 千円で、前年度と比較して、187 万 5 千円の減で、主な要因は、

資源ごみ量の減及び資源ごみ売払単価の変動による資源ごみ売払収入の減によるもので

あります。 

 以上が歳入でありますが、３０ページから３７ページには、給与費明細書を添付してござ 

 いますので、ご高覧いただきたいと存じます。   

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長 

 これより質疑に入ります。 

ご発言ありませんでしょうか。 

 小黒弘議員。 

〇小黒弘議員 

予算書そのものが、火葬場とごみ処理の施設で、構成市町が違うのに同じ予算の中に組み

込まれているのを以前から不思議に思ってはいたんですけども、質問はそのことではな

くて、今回の組合長の行政執行方針によると、火葬場施設に更なる共同利用に向けて奈井

江町・浦臼町と検討を進めてまいります。と、先ほどの報告というか演説があったんです

けれども、これまでも各新聞等でも議会等でも火葬場の話を目にとめていたんですけれ

ども、そこに関して大体いつ頃に、奈井江町さん、浦臼町さんがこの火葬場に入られてく

るのか、また、今の火葬場の能力で２町が入られてもきても十分大丈夫なのかをこの点を

お伺いしたい。 

〇議長 

 事務局長。 

〇事務局長 

 火葬場の共同利用の関係についてのご質問が２点ありました。 

まず最初に、いつ頃かというお話ですが、まず、先月の副市町長・主管課長会議の席上で、

奈井江町、浦臼町から現在使ってる葬場の老朽化が著しいことから、ごみ処理施設同様に

共同利用についての検討をお願いしたいとの申し入れがありまして、それを受けて、現在

火葬場施設を共同処理している歌志内市、上砂川町、砂川市でそれぞれ持ち帰って意向を

確認した中で共同利用についての検討をすることに関して了承を得たところで、今後、組

合の中で課長等の担当会議を開いた中で、これから経費の負担割合等諸々を協議してい



くというとこでございます。 

実際、一部事務組合の中の現在ある構成市の中では、奈井江町さん、上砂川町さんが入っ

ているんですが、共同事務の中で、ごみ処理施設は一緒なんですけれども、火葬場の方で

２市１町ですので、一部事務組合の共同利用の規約の変更というとこがございますので、

それらの手続きも来年度に向けて実施をするということでまずは検討をしていく段階で

ございます。これについては、来年度の中で検討を進めていくようなところでございます。 

あと、施設の能力の関係でございますが、今現在使用している吉野斎苑につきましては、

火葬炉を４火葬炉等、あるいは待合所を４つの施設等で運営をしております。これらを運

営する中には、当初、平成７年建設当時も何炉にするかというところで、当初３炉にする

計画から１炉増やしたというような状況もございますので、２町が入ったとしても、大き

な施設自体の炉を追加するですとかというような状況にはならないということで、ただ、

毎年計画的に炉の修繕をしている部分は、継続的に修繕をしていくということで、できる

かなと考えております。 

あと、一部事務組合の事務について砂川地区保健衛生組合が、ごみ処理あるいは火葬場施

設、あるいは以前、し尿処理もしていたところですが、元々、事務の部分もそんなに多く

なく職員で実施をしていくというところで、複合的な事務も含めて協力をするというと

ころでご理解をいただきたいと思います。 

〇議長 

 ほかに質疑ございますでしょうか。 

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

これで、質疑を終わります。 

 続いて、討論に入ります。 

 討論ありませんでしょうか。 

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これより議案第２号を採決いたします。 

 本件を原案のとおり決定することに、ご意義ありませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第１０ 報告第１号 例月出納検査報告 

 

〇議長 

日程第１０、報告第１号例月出納検査報告を議題といたします。 

例月出納検査報告は、文書で配付のとおりであります。 

 これより報告第１号の質疑に入ります。 

ご発言ありませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



これで質疑を終わります。 

以上で報告第１号例月出納検査報告を終わります。 

 

◎閉会宣告 

以上で日程の全てを終了いたしました。 

これをもちまして、令和２年第１回砂川地区保健衛生組合議会定例会を閉会いたします。 

たいへんご苦労様でございました。 

 

 

              閉会 午前１０時４４分 
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