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平成２３年第４回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

平成２３年１２月５日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 ３時１９分 

 

〇議事日程 

 日程第 １ 議会運営委員長報告 

 日程第 ２ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ３ 会期の決定 

 日程第 ４ 諸般の報告（議長） 

 日程第 ５ 各常任委員会報告 

 日程第 ６ 行政報告（町長） 

 日程第 ７ 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２３年度浦幌町町有林野特別会計補正予算） 

 日程第 ８ 議案第５５号 浦幌町地域軽スポーツセンターの設置及び管理等に関する 

              条例及び浦幌町地域会館の設置及び管理等に関する条例の 

              一部改正について 

 日程第 ９ 議案第５６号 浦幌町職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 日程第１０ 議案第５７号 浦幌町税条例等の一部改正について 

 日程第１１ 議案第５８号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について 

              （浦幌町産業交流施設） 

 日程第１２ 議案第５９号 平成２３年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第１３ 議案第６０号 平成２３年度浦幌町町有林野特別会計補正予算 

 日程第１４ 議案第６１号 平成２３年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 日程第１５ 議案第６２号 平成２３年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算 

 日程第１６ 議案第６３号 平成２３年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 日程第１７ 諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ 

              て 

 日程第１８ 選挙第 ６号 浦幌町選挙管理委員及び補充員の選挙 

 

〇出席議員（１３名） 

    １番  関  井  雅  明     ２番  差  間  正  樹 

    ３番  安  藤  忠  司     ４番  中  尾  光  昭 

    ５番  二  瓶     隆          ６番  福  原  仁  子 
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    ７番  森     秀  幸          ８番  杉  江     博 

    ９番  河  内  富  喜    １０番  阿  部     優 

   １１番  髙  橋  利  一    １２番  野  村  俊  博 

１３番  田  村  寛  邦 

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇出席説明員 

    特 別 職 

     町    長   水  澤  一  廣 

     副  町  長   門  馬  孝  敬 

 

    町 部 局 

     総 務 課 長   上  村  健  二 

     まちづくり政策課長   鈴  木  宏  昌 

          町 民 課 長      大  山  則  幸 

     保健福祉課長   横  田  孝  志 

          産 業 課 長      亀  山     昇 

     施 設 課 長   新  川  寿  雄 

     上浦幌支所長   小 路 谷  守  昌 

     会計管理者   前  田  治  紀 

          診療所事務長      菅  原     敏 

 

    教育委員会 

     教育委員長   松  田  泰  一 

          教  育  長      久  門  好  行 

     教 育 次 長   山  本  輝  男 

 

    農業委員会 

     会    長   山  本  和  義 

          事 務 局 長      賀  下  利  幸 

 

    監 査 委 員 

     代表監査委員   神  谷  敏  昭 

 

〇出席議会事務局職員 
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     局    長   前  田     勇 

     議 事 係 長   中  田     進 
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開会 午前１０時００分 

    ◎開会の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は13名です。 

 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23年第４回浦幌町議会

定例会を開会いたします。 

 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事については、配付しております日程表により進めますので、よろしくお願いをいた

します。 

 

    ◎議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 杉江委員長。 

〇杉江議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。 

 平成23年第４回浦幌町議会定例会の運営について去る11月28日午前、議会運営委員会を

開催し、協議をいたしましたので、報告いたします。 

 委員会には正副議長の出席をいただき、委員全員出席のもと、町理事者の出席を求め、

定例会に提出される議案の説明を受け、日程及び運営について協議をいたしました。今定

例会には、承認１件、一般議案４件、平成23年度補正予算５件、諮問１件、議長提出は選

挙１件、意見書等であります。以上の内容を踏まえて、会期は12月５日より12日までの８

日間でお願いいたします。会議録署名議員につきましては、順番に指名されるよう議長に

申し入れをしております。本日は、諸般の報告、各常任委員会報告、行政報告に続き、承

認第５号１件、議案第55号から第58号まで一般議案４件、議案第59号から第63号まで補正

予算５件、諮問第２号１件、選挙第６号１件の審議を予定しております。 

 次に、一般質問につきましては、12月11日日曜日午後、サンデー議会としての開催とい

たしました。平日傍聴できない町民の方にも足を運んでいただき、議会運営や議論の一端

でもご理解いただけることを願って開催するものであります。議員各位には活発なる議論

を切望いたしますとともに、理事者の皆様にも過去の開催経緯を踏まえてご理解賜ります

ようお願い申し上げます。なお、一般質問の通告期限は、明日６日午後３時となっており

ます。 

 以上、議会運営委員会において協議をした結果であります。議員各位のご協賛賜ります

ようお願い申し上げまして、議会運営委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 会議録署名議員の指名 
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〇田村議長 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期会議録の署名議員は、会議規則第118条の規定により、12番、野村俊博議員、１番、

関井雅明議員を指名いたします。 

 

    ◎日程第３ 会期の決定 

〇田村議長 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りをいたします。本定例会の会期は、本日から12月12日までの８日間にしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から12月12日までの８日間と決定をいたしました。 

 

    ◎日程第４ 諸般の報告 

〇田村議長 日程第４、諸般の報告を事務局長より行わせます。 

〇前田議会事務局長 報告をいたします。 

 今期議会の説明員につきましては、平成23年11月25日付で町長並びに教育委員長、農業

委員会会長、代表監査委員に出席の要求をいたしております。 

 次に、平成23年９月14日から12月４日までの議長等の動静及び議員の派遣結果報告、地

方自治法第235条の２第３項の規定による平成23年８月分から10月分の例月出納検査報告

書並びに同法第199条第９項の規定による平成23年度定例監査結果報告書及び随時監査報

告書につきましては、お手元に配付のとおりでありますので、ごらんおきを願います。 

 次に、平成23年９月14日開会の第３回町議会定例会で可決されました地方財政の充実・

強化を求める意見書、森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書、軽油引

取税の課税免税措置などの恒久化を求める意見書、原子力発電からの脱却と自然エネルギ

ーの推進を求める意見書につきましては、同日付で衆参両院議長、内閣総理大臣並びに関

係大臣に、また2012年度「公立高等学校配置計画案」の撤回・再考を求め、地域や子ども

の実態に応じた高校づくりを実現する意見書につきましても同日付で北海道教育委員会に

それぞれ提出をいたしました。 

 以上でございます。 

〇田村議長 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第５ 各常任委員会報告 

〇田村議長 日程第５、各常任委員会報告を許します。 

 初めに、総務文教厚生常任委員会、中尾委員長。 

〇中尾総務文教厚生常任委員長 総務文教厚生常任委員会報告を申し上げます。 

 本委員会に付託された調査事件について調査の結果を浦幌町議会会議規則第77条の規定
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により報告をいたします。 

 調査事件につきましては、学校教育の現状について調査いたしました。 

 調査実施月日は、平成23年11月24日でございます。 

 調査の経過と結果につきましては、午前中に小学校の英語教育、数字のカードとカラー

カードを使った１年生の授業、また単語を使った６年生の授業を町議会として見学をし、

生き生きとした子どもたちの元気な姿を授業を通じて感じることができました。その後、

午後から次の３項目について調査をいたしました。 

 まず、１点目、学校教育にかかわる各委員会、審議会、協議会、評議委員会等の構成と

実態について調査をいたしました。調査の結果の所見といたしまして、学校、地域社会、

家庭の一貫した教育の重要性を再認識した調査であった。特に子どもは、そのときの社会

情勢等により感化、左右されやすい。情報網のはんらん、生活環境の変異等の不可抗力も

加わり成長していくのが現状であるだけに、教育関係者ばかりではなく、常に一社会人と

して規範し、それぞれの立場から学校教育を見守る必要性を感じたところであります。本

町の学校教育は、地域の特性を十分に精査し取り組んでいるが、今後も継続されるよう望

むところであります。 

 ２つ目の調査といたしまして、新学習指導要領について調査をいたしました。こちらの

所見といたしまして、小学校の英語授業を参観し、言語活動の指導に対してＡＬＴと一般

教員とのコミュニケーションの必要性を感じました。今後各学校に英検有資格者を配備さ

れることが望ましい。また、各学校で先生方が鋭意努力されている中、武道の指導者が望

ましい形で養成され、人材再配置されていくことが今後の課題と思われるが、保護者や教

師ＯＢなどの指導も得るのであれば、身分保障についても配慮されたい。 

 ３つ目の調査といたしまして、危機管理体制についてであります。こちらの所見といた

しまして、有事の際に限らず子どもたちの身の安全を確保するため多方面にわたり細心の

注意と指導をされているが、３月11日発生の東日本大震災のような想定外の災害に対する

瞬時の判断力と危機管理意識の高揚については常日ごろから求められていくので、万全を

配して指導されることを望むところであります。 

 以上、報告を申し上げまして総務文教厚生常任委員会報告といたします。 

〇田村議長 次に、産業建設常任委員会、森委員長。 

〇森産業建設常任委員長 産業建設常任委員会報告をいたします。 

 本委員会に付託された調査事件について調査の結果を浦幌町議会会議規則第77条の規定

により報告いたします。 

 調査事件につきましては、２件行いました。初めに、公営住宅建設事業について。 

 調査実施期日、平成23年10月４日。 

 調査の経過と結果については、全文の朗読を省略し、要旨のみ報告させていただきます。

町内の公営住宅等の現状について、平成23年３月末現在の管理棟数等は116棟、489戸であ

ります。町は平成７年３月に浦幌町公共賃貸住宅再生マスタープランを策定し、公営住宅
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等の計画的な建てかえ、修繕などを実施し、良質な住宅の維持保全に努めているが、社会

経済情勢等の影響もあって昭和40年代の後半から昭和50年代にかけて建設された簡易耐火

構造平家建ての公営住宅等が多数残され、その多くが耐用年限を過ぎるなど老朽化が進ん

でいます。健全で良質な公営住宅等の供給に当たっては、これらの公営住宅等を着実に更

新することが必要になっていることから早期建てかえを図り、効率的な事業計画に基づく

適切な維持管理が求められており、平成22年度に策定した浦幌町公営住宅等長寿命化計画

では公営住宅等の活用手法を団地別、住棟別に定め、長期的な維持管理を実現することを

目的としています。浦幌町公営住宅南町買い取り事業については、浦幌町公営住宅等長寿

命化計画に基づき、本年度から平成27年度までの５年計画で南町団地の空き地において町

内の老朽化した公営住宅等の移転建てかえ用地として活用し、民間事業者のノウハウを取

り入れ建設された共同住宅を町が買い取りを行い、良質な公営住宅の供給を図るものであ

ります。各年度における公営住宅等整備事業費は、建設実施設計、工事監理費を含めて１

億705万8,000円となっています。本事業の事業者選定に当たっては、住宅計画等の妥当性

や事業実施の確実性ほか、事業者の能力及び経験などを総合的に評価し、本事業にかかわ

る契約の相手方を適正に選定するため公募型プロポーザル方式を採用し、最もすぐれた提

案者を最優秀応募者として選定します。今後のスケジュールについては、実施方針等の公

表は既に９月から行っており、提案書等の提案提出期限が10月末となっています。その後

第１、第２審査を行い、11月には事業者を選定し、基本協定の締結をします。12月から平

成24年５月までの間に実施設計が行われ、６月には町議会に協定書締結議案を提出、平成

25年１月までの期限で建設工事が開始、その後は町議会に財産の取得の議案が提出され、

３月から入居開始となる予定であります。公募型プロポーザル方式を導入することにより、

公共事業の発注契約において低廉な適正価格と高質の事業施行が可能となり、地元業者と

設計業者が一体となって建設が行われます。また、現在の居住者が安心して住み続けられ

る住宅、住環境づくりと新居住者についても移り住み、定住することができます。 

 所見といたしましては、１番目に、耐用年限を経過する住宅が140戸、全体の28.6％を占

める現状であり、今後も耐用年限が到来する住宅が数多くあることから年次計画に沿った

整備を望むが、建設時並びに将来の財政状況を見据えた慎重な対応についても配慮された

い。 

 ２つ目としまして、北栄団地の建てかえに当たり、住宅の除却整備後は地域の空洞化が

懸念されるため、跡地利用について地域住民と十分協議するなどの配慮を求める。 

 ３つ目としまして、本事業の業者等への周知方法について適正を欠いた部分が見られる

ので、今後同様の事業が行われる場合には公募方法も含め事業制度全般について関係業者

等に対して文書により確実かつ適正に周知されるように求める。 

 次に、留真温泉の管理、利用状況について報告をいたします。 

 調査実施期日、平成23年11月14日。 

 調査の経過と結果については、全文の朗読を省略し、要旨のみ報告させていただきます。



 － 9 － 

まちづくり交付金事業の３つの柱の一つとして建設された浦幌留真温泉は、休館から約５

年３カ月ぶりに日帰り温泉施設として本年３月14日にリニューアルオープンし、指定管理

者により管理運営されています。オープンから10月末までの約８カ月間の利用人数は、大

人、子どもを合わせて３万2,290人と大変好調な出足であったことが確認されました。この

うち、町内の利用者は全体割合の約28％、9,024人で、町外の利用者は72％、２万3,266人

となっています。料金収入については、町内外利用合計で1,557万6,300円となっておりま

す。また、多目的交流施設の利用については、宿泊及び日帰り町内外利用合計で45組、384人、

71万8,000円の料金収入となっています。 

 次に、４月からの無料送迎バスの運行状況については、市街地区では毎週日曜日、木曜

日の週２日運行され、上浦幌、直別・厚内、吉野・幾千世、下浦幌の各地区４方面では月

に１日それぞれ２往復運行されています。利用状況は、４月からの７カ月間で市街地区で

は合計427人、各地区４方面では合計88人の利用となっています。市街地区の１便当たりの

平均利用者数は、日曜日で1.4人、木曜日で5.6人、各地区４方面では1.6人となっており、

利用者がゼロという日が12日間、24便ありました。広告宣伝については、町が今年度限り

の予算で100万円を計上し、各種情報紙及び新聞、ラジオ、テレビ等により広範囲にわたっ

て紹介されています。今後の検討課題として、次のような考えを示されました。バスの運

行については、市街地区から週２便運行されているが、日曜日便の利用減、各地区便でも

９月、10月の利用者がない地区もあることから町民へ再度周知の徹底を行うとともに高齢

者にアンケート調査を行っており、その結果をもとに利用者増に向け予約制を含む運行方

法を考えていくとしています。また、バス業者委託料470万円についてもより効果的、効率

的な運行を優先することから今後検討していく考えであります。指定管理者から指定申請

に当たり提案のあった宿泊棟の自社建築やパークゴルフ場の整備、源泉を利用した商品開

発の研究などの事業展開や運営についても再度確認されたところです。また、コテージ、

保養施設、宿泊寮等の建設に当たっては今後町が単独で建設する計画はないことが示され

ましたが、町から町内企業等に強くその建設についてお願いしている状況であるとの報告

がなされました。 

 所見といたしましては、１番目に、大変好調な出足が確認されたところであるが、今後

は町内利用者の利用促進が図られるよう期待する。 

 ２つ目としまして、留真温泉は町の貴重な天然資源かつ観光資源であることから、本施

設を活用することにより町民同士の交流機会の提供と源泉特有の効果を生かし、町民の健

康増進と福祉の向上にさらに結びつけることを期待する。 

 ３つ目としまして、無料送迎バス運行については直営及び委託ともに効果的、効率的な

運行が図られるよう根本的な見直しが必要と思われる。 

 以上、産業建設常任委員会所管事務調査報告といたします。 

〇田村議長 これで各常任委員会報告を終わります。 
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    ◎日程第６ 行政報告 

〇田村議長 日程第６、行政報告を許します。 

 町長。 

〇水澤町長 行政報告を行います。 

 平成23年９月14日から12月４日までの町長等の動静につきましては、お手元に配付のと

おりでありますので、ごらんおきを願いたいと思います。 

 ２の建設工事入札結果につきましては、交付金事業の共栄統太線舗装工事ほか11件であ

ります。 

 ３の委託業務入札結果につきましては、交付金事業の共栄統太線用地確定測量委託業務

ほか１件であります。 

 ４のその他について、浦幌乳業株式会社の施設建てかえについて報告をいたします。浦

幌乳業株式会社は、昭和63年の森永乳業十勝工場閉鎖に伴い、町と浦幌町農業協同組合が

出資し、第三セクターとして設立されました。その後、平成22年４月には、町と浦幌町農

業協同組合が保有する全株式を森永乳業株式会社に売却し、森永乳業株式会社が100％出資

するグループ会社として操業しているところであります。長年、製造施設及び設備等の老

朽化による更新の必要性が課題となっておりましたが、このたび森永乳業株式会社は浦幌

乳業株式会社の昭和30年建設の木造施設ほかを建てかえ、あわせてタンクローリー車から

生乳を受け入れる設備と生クリーム製造ラインを一新する旨の報告がありました。新製造

施設は、鉄筋コンクリートづくり一部３階建て、事業費は約20億円を見込み、平成24年４

月から１年をかけて工事を行い、平成25年４月から新製造施設での操業が見込まれており

ます。これに伴い、年間生乳処理量は現在の８万トンから将来的には10万トンまで増量し

たい考えがあるとのことであります。このたびの改築計画が決定したことは、森永乳業株

式会社の道内３大拠点の一つとして設備が更新され、永続的な経営と雇用の増大が見込め

ることになり、本町の畜産の振興のみならず、関連する産業全般の振興が図られるもので

あり、森永乳業株式会社の決断に感謝するとともに、これまで事業を継続していただいた

皆様にも改めて感謝を申し上げる次第であります。 

 以上、浦幌乳業株式会社の施設建てかえについての報告といたします。 

 以上で行政報告を終わります。 

〇田村議長 これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第７ 承認第５号 

〇田村議長 日程第７、承認第５号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて。 
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 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、平成23年度浦幌町町有

林野特別会計補正予算について、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定に

よりこれを報告し、承認を求める。 

 平成23年12月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。専決処分書。 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分す

る。 

 平成23年９月21日、浦幌町長。 

 記、平成23年度浦幌町町有林野特別会計補正予算、別紙のとおり。 

 次のページをごらん願います。 

 その前に、このたびの専決処分は、平成22年度決算額の確定による町有林野特別会計の

消費税及び地方消費税の確定申告に伴い、基準期間、前々事業年度、平成21年度決算の課

税売上高が5,000万円を超える法人については一般課税方式による申告をしなければなら

ず、当初予算時においては簡易課税方式による算定をしていたことから、算定方式変更に

伴う消費税の差額分を追加補正した内容でございます。今回の消費税申告事務にかかわり、

予算の見積もりと補正予算の提出時期について適切さを欠きましたことに対し深くおわび

を申し上げます。 

 平成23年度浦幌町町有林野特別会計補正予算。 

 平成23年度浦幌町の町有林野特別会計補正予算（第２回）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75万8,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ8,007万8,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の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「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 次のページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正及び歳入歳出補正予算事項別

明細書の１の総括は、説明を省略させていただきます。 

 次のページをごらん願います。２、歳入、２款財産収入、２項財産売払収入、１目不動

産売払収入75万8,000円を追加し、2,520万8,000円、１節立木売払収入75万8,000円の追加

でございます。 

 ３、歳出、１款１項１目財産管理費75万8,000円を追加し、1,564万8,000円、27節公課費、

消費税75万8,000円を追加するものでございます。 

 以上で承認第５号 専決処分の承認についての説明を終了させていただきますので、よ

ろしくご承認を賜りますようお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより承認第５号を採決いたします。 

 本件を承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、承認第５号は承認することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第８ 議案第５５号 

〇田村議長 日程第８、議案第55号 浦幌町地域軽スポーツセンターの設置及び管理等に

関する条例及び浦幌町地域会館の設置及び管理等に関する条例の一部改正についてを議題

といたします。 

 説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 議案第55号 浦幌町地域軽スポーツセンターの設置及び管理

等に関する条例及び浦幌町地域会館の設置及び管理等に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町地域軽スポーツセンターの設置及び管理等に関する条例及び浦幌町地域会館の設

置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 平成23年12月５日提出、浦幌町長。 

 浦幌町地域軽スポーツセンターの設置及び管理等に関する条例及び浦幌町地域会館の設

置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例。 

 本改正条例につきましては、第１条においては浦幌町地域軽スポーツセンターの設置及

び管理等に関する条例、また第２条におきましては浦幌町地域会館の設置及び管理等に関

する条例、それぞれの使用に係る一部改正でございます。 

 改正内容につきましては、改正条文の朗読説明を省略させていただき、議案説明資料を

もって説明をさせていただきます。 

 それでは、別紙の議案説明資料１ページをごらんおき願います。浦幌町地域軽スポーツ

センターの設置及び管理等に関する条例及び浦幌町地域会館の設置及び管理等に関する条

例の一部を改正する条例説明資料。 

 １、改正の趣旨、地域会館等を使用する場合には、行政区や町等の行政機関、町立小中

学校などが使用する場合を除き使用料を納付することとなっております。使用料の算定に

当たりましては、使用時間に各室ごとに設定している１時間当たりの単価を乗じて算出い

たしますが、現行の規定では軽スポーツセンターにおきましては午前９時から午後９時半

まで、また地域会館におきましては午前８時から午後９時までの時間帯での使用に関する

規定のみであり、それ以外の時間帯に使用した場合の規定はございません。現在使用料は
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免除の取り扱いがされておりますが、浦幌町夏季の少年リーダー養成講習会において夜間

使用される場合もあり、今後スポーツ合宿等により夜間使用される場合も想定されます。

このため、夜間使用に際し使用料を算定するために必要となる関連規定の一部を改正する

ものでございます。また、新養老コミュニティセンターにおきまして、豆腐づくりのため

に調理室を使用する場合、例外規定を設け、前述の規定によらず、１回、１かま500円とし

ておりますが、今般みそづくりを行うためのみそすり機を購入したことから、みそづくり

においても当該例外規定を適用させるため、あわせて関連規定の改正を行うものでござい

ます。葬儀での地域会館等を使用する場合におきましては、１回、２日間、全室２万円と

なってございます。 

 ２、改正の内容でございますけれども、最初に夜間使用した場合の使用料算定に係り、

時間区分、時間帯を改正するものでございます。これは、第１条の別表の時間区分の項及

び第２条の別表第３の室名、時間帯の項でございます。地域軽スポーツセンター及び地域

会館の使用料に係るもので、それぞれの条例における別表の改正でございます。 

 ２点目には、軽スポーツセンターの夜間使用に当たっては、宿泊を伴う場合に限定する

旨の別表における備考の記載でございます。 

 ３点目には、みそづくりにおいても豆腐づくりと同様に例外規定の対象となるよう別表

の備考の改正でございます。 

 ３、施行期日は、公布の日でございます。 

 それぞれの具体の改正内容につきましては、次ページ以降の新旧対照表をもって説明を

させていただきます。次のページをごらんおき願います。最初に、浦幌町地域軽スポーツ

センターの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。

この新旧対照表につきましては、使用料について条例第６条で別表に定める額となってお

り、その別表の改正をするものの内容でございます。別表改正前が右の欄、そして改正後

は左の欄となってございます。別表におきましては、時間区分の中で１時間当たり使用料、

それぞれ９時から18時、そして18時から21時半とそれぞれ符号をもって表記をしてござい

ます。この改正後におきましては、１時間当たり使用料を午前９時から午後６時まで、午

後６時から翌午前９時までと表記がえと宿泊に対応した使用時間の変更をするものでござ

います。また、備考の欄でございますけれども、右のページ、３ページになりますけれど

も、改正前には空欄となっておりますけれども、新たに追加項目といたしまして、備考３、

改正後には午前９時30分から翌午前９時までの使用については、宿泊を伴う場合に限ると

いう内容になっております。この宿泊を伴う場合の限定につきましては、軽スポーツセン

ターの性格からその設置目的上の内容といたしましては体育スポーツの普及振興を図る

と、総合スポーツセンターにおきましても同様の内容になっておりますけれども、その時

間帯が午前９時から午後の９時半までという形になっておりますので、その部分的使用に

はならず、限定としては宿泊ということでの対応を求めるものでございます。 

 次の４ページをごらんおき願います。浦幌町地域会館の設置及び管理等に関する条例の
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一部を改正する条例新旧対照表でございます。この新旧対照表につきましても、使用料に

ついて本条例第５条において別表に定める額となっており、その別表を改正するものでご

ざいます。右の欄の改正前におきましては、別表第３にかかわりまして単位１時間当たり

の区分の中で午後５時から午後９時までを改正後におきましては午後５時から翌午前８時

までと使用時間の変更の内容でございます。また、備考の欄におきます第３の項目でござ

いますけれども、改正前、新養老コミュニティセンターにおいて豆腐づくりにかかわりま

しては、豆腐づくり等の等という部分を付記してございます。いずれにいたしましても、

使用時間、使用内容についての改正でございますので、ただいま説明をさせていただきま

したので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 何点か確認をさせていただきたいと思いますが、要するに今までも夜使われ

ていた実例はあったけれども、規定がなかったので、今まではサービス、ただでしたよと、

しかし今後はそういった利用がふえていくということが予想されるので、料金をきちっと

いただくためにもこういう規定をしっかりと設けたということだと思います。その中で夜

になると倍ですから、料金も。そういった部分の中で、今までも料金をもらわなくてもそ

ういう実例もあったということなのですけれども、この辺の夜もしっかりとこういう形で

明記されていくということになると、その辺の管理体制というのでしょうか、今までとあ

る程度倣っていく形になると思うのですけれども、この辺の管理体制も明記してきちっと

料金もいただくということになれば、やっぱりきちっとした対応していかなければならな

いと思うのですが、しかしある程度地域にお任せしている部分もありますよね、これ。で

すから、この辺の整合性というのでしょうか、きちっととれていくのかなというような心

配がございます。その辺についての説明を求めたいというふうに思いますし、またもう一

点、改正後で３番に宿泊を伴う場合という部分がございますけれども、ここも宿泊という

のは軽スポーツセンターに宿泊ということになるのですか。こちらの次の部分にあります

けれども、地域会館の宿泊という部分、この辺とのこの宿泊というのはどういう形をとる

のか。また、すべてがすべて、町内で使われる方もいらっしゃると思うのです。町内、町

外でです。そうすると、当然町内の人も宿泊でやる場合には浦幌に家があってもみんなこ

っち一回泊まらなければだめだよというような、この辺が要綱等で定められていくのかな

と思うのですけれども、ここら辺の詳細求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ３点ほど質問があったかなというふうに思います。このこと

について説明させていただきます。 

 まず、１点、今までも夜間の実例があったのかということで、その料金も規定がないの

で、納付はされないというようなことだったのかというご質問だったかと思います。この
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ことにつきましては、実際今までも地域会館と軽スポーツセンターの中では実例があった

わけでございますけれども、先ほど申し上げました少年のいわゆるリーダー研修の関係で

ございますので、このことについては従前から免除の規定になっておりますので、実際的

には料金を賦しての使用実態は今までございませんでした。ただ、説明書に書いてござい

ますとおり、今後も合宿等のことも想定されますので、これらに対応した今回の改正とい

うことでご理解いただきたいと思います。 

 また、管理体制につきましては、軽スポーツセンターにおきましては現在３館、幾千世、

吉野、上浦幌と３つございます。それぞれ地区の中での運営委員会がそこの管理を行って

おります。その運営委員会のほうの中での今後の管理体制ということで、このことについ

ては十分な形になろうかと思います。ただ、軽スポーツセンターにおきましては、今後考

えられてくることは実例としては相談が実際あったわけでありますけれども、軽スポーツ

センターでございますので、体育館が主な建物になっております。その体育館内でのいわ

ゆる宿泊、キャンプ的なこととしての少年団的な活動ができないだろうかといったご相談

もあったものですから、ただそれは実現に至らなかったという経過ございますけれども、

恐らくそういった形での利用が考えられるだろうということでの宿泊に伴ったものとして

考えてございます。ただ、先ほども若干触れさせていただきましたけれども、総合スポー

ツセンターが夜の９時半までということの時間規定がなっております。考えられますのが、

９時半以降に軽スポーツセンターを部分的に使用されますと、非常に管理上やはり大変な

部分があるのだろうと。そういうことで宿泊を伴った場合については１日限りの預かりで

ございますので、そういったことも含めて宿泊を伴う場合ということで限定をさせていた

だいてございます。ただ、地域会館におきましては、宿泊という言葉は表記をしておりま

せんけれども、葬儀等の中でも使う部分もございますので、これについては従前の中とし

ての扱いにさせていただきたいなと思っております。ただ、管理上の中ではそれぞれ地域

会館におきましても４館につきましては指定管理における委託事業と、そのほかにつきま

してはそれぞれの地区の運営という中でありますけれども、特に考えられますのが市街地

区の４館における地域会館のいわゆる宿泊等の中での利用が今後も想定されるのかなとい

うことの部分として今回の改正の内容となっておりますので、ご理解をいただきたいなと

思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 最初に言っていた料金のほうについては、実態はなかったということで、あ

くまでも今まで免除されている部分はなかったということですから、この辺はわかりまし

た、今後についての対応ということで。 

 それで、今言われていた管理体制の部分、今言ったように各地域のそういった部分にお

任せをしながら、スポーツセンターはそういう形でしょうし、地域会館は指定管理で各行

政区の中でそういう運営委員会やっていますから、ここら辺が結局それによって、では夜
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何回か見回りに行くだとかいうようなこともなかなか難しいでしょうから、私は、しかし

今回きちっとこういう形で夜もということになったら、やはりその辺の地域の運営されて

いる方々、管理されている方々ともしっかりとこの辺の部分のことを協議しないと、行政

だけがこういう形で夜も受け入れしますよといっても実際に運営されている、管理されて

いる方々との兼ね合いというのも無視できないと思うのです。ましてや、事故があったり

とか、そういうようなことがあったときに、かぎは貸すけれども、あとのすべての責任は

そちらですよということになってくるのか、ここら辺なのです、問題は。私は、ここら辺

も含めて時間を延ばしてたくさんの方に使っていただくということはいいことですから、

そういう制約を少しずつとっていくということは決して反対するわけではないのですけれ

ども、それに伴ってのリスクもありますから、そこら辺もしっかりと協議をされて、まし

てや特に地域のそういう方々との防犯だとかいろんな部分の協議だとか、そういう最低限

のここはいいけれども、ここまではだめですよとか、ここは出入りで入ってはだめですよ

とか、いろいろそういう細部出てくると思うのです。ですから、やっぱりここら辺の協議

という部分がどうしても必要になってくると思いますから、この辺の部分について今後の

考え方いま一度お聞きしたいと思いますし、それと宿泊については今も言われていました

けれども、体育館を利用してキャンプのようなことと、ですからあくまでもそこに泊まる

ということで、だからどこかよそへ泊まっていてまた夜中に来て何かそこでするという、

そういうようなことは想定していないのだということでしょうから、その辺の部分につい

てもきっと要綱等でまたきちっと細部にわたっての規約がされていくのかなという気がい

たしますけれども、だからその辺も結局含めてそういう管理上の問題というものが私は出

てくる可能性が大いにあるなという危惧をするのです。ですから、やっぱりこの辺現場で

実際に携わられる方々との整合性、打ち合わせ等は十分していく必要があるというふうに

思いますので、その辺最後もう一回お聞きをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまご質問あったそれぞれの施設にかかわる管理につい

て、当然時間が通常の時間から、通常といいますか、改正前の状況から１日の翌日までと

いうことで時間が長くなると、その分の管理について要綱等の整備になってくるだろうと

いうようなご質問だったかと思います。まさにご指摘のとおりでございまして、詳細につ

きましてはこの方針に基づいた中で要綱の整備と、またそれぞれの管理団体、組織等の協

議の中で過重な負担にならないような中での管理という分を要綱の中で明記していきたい

と思ってございます。また、その中では使用者責任という分をやはり厳正な形での整備を

行っていきたいなというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第55号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第９ 議案第５６号 

〇田村議長 日程第９、議案第56号 浦幌町職員の給与に関する条例等の一部改正につい

てを議題といたします。 

 提案理由の説明を願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 議案第56号 浦幌町職員の給与に関する条例等の一部改正について。 

 浦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別紙のとおり定める。 

 平成23年12月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんください。浦幌町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例。 

 浦幌町職員の給与に関する条例の一部改正。 

 第１条 浦幌町職員の給与に関する条例（昭和41年浦幌町条例第32号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表第１を次のように改める。 

 別表につきましては、次のページ、また次のページに載っておりますので、説明は省略

させていただきます。 

 次に、浦幌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改正。 

 第２条 浦幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成19年浦幌町条例第

25号）の一部を次のように改正する。 

 附則第７項第１号中「100分の99.59」を「100分の99.1」に改め、同項第２号中「100分

の99.83」を「100分の99.34」に改める。 

 附則、この条例は、平成24年１月１日から施行する。 

 説明資料５ページをお開きください。浦幌町職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例説明資料。 

 １、改正の趣旨、平成23年度人事院勧告、９月30日に出されたものに伴う給与の改正を

行うものでございます。 

 ２、改正の内容、（１）第１条、初任給を中心に若年層を除き、行政職給料表を平均0.23％

引き下げる内容でございます。なお、行政職給料表の現行給料月額及び改正給料月額につ
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きましては、説明資料７ページから12ページに記載しております。 

 （２）第２条関係、給与の切りかえに伴う経過措置の算定基礎額をそれぞれ0.49％引き

下げ、99.59から99.1％、99.83％から99.34％とする。この給与の切りかえに伴う経過措置

でございますが、平成20年度に4.8％の給料表の全体の水準を引き下げする給料表に変更に

なっています。それに伴いまして経過措置として、その当時の給料が経過措置によりまし

てそれぞれその4.8％下がった給料表を使わない給料を支給するというものの経過措置で

しております。その方がそれぞれ今回経過措置として0.49％の給料の引き下げになります。

なお、この人事院勧告の中では経過措置については、来年度この経過措置の給料について

は２分の１、それから25年度には廃止が出ています。ただ、浦幌町の給料表については20年

の給料表に改正していると、4.8％にしていると、人事院勧告では18年にこの経過措置の給

料表を改正しているということでございまして、当分の間２年間についてはこの経過措置

については本町としては継続したいという考えのもとです。来年度以降の人事院勧告の中

身となっています。 

 また、施行期日、24年１月１日の施行になっています。人事院勧告におきましては、23年

12月１日施行になっています。これに伴いまして12月の期末、勤勉手当で４月にさかのぼ

って調整をしなさいという中身も出ておりますが、本町におきましては管内状況を踏まえ

た中で、また過去の独自削減等を踏まえた中で実施日を１月１日とさせていただいている

内容でございます。 

 なお、この0.23％に係る給与改定に伴う職員の影響額、124名中68名が、おおむね45歳以

上の対象がこの給料表では0.23％の平均になっております。月額で総体で10万2,500円が影

響額として減額される予定になっています。 

 以上で議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいた

します。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 給与の改正につきましては、人事院勧告に伴って行われるということで、こ

の人事院勧告に伴ってのいろんな改正について今までも何回も行われてきております。そ

のたびに私も町長に質問させていただき、町長はあくまでも浦幌町は人事院勧告にのっと

っていくのだと、尊重していくというようなことは前からも町長から答弁をいただいてい

るところであります。そこで、今回も23年度の人事院勧告があったので、今回もこれにの

っとるということです。 

 そこでですけれども、今までもそういう方針できていますから、当然こういう形になる

と思うのですが、ただその中において何点かやっぱりどうなのかなと思うところがどうし

ても出てくるのであります。例えば今の説明もありましたけれども、あくまでも人事院勧

告にのっとると言っていますが、例えば実施月日も１月１日になると。だから、のっとる

ところはのっとるのだけれども、今言いましたように12月とか、実際12月の町村もありま
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すよね、新聞にもよく出ていますよね、そういうのも。だから、12月にする、要するに12月

と言っているのだけれども、期日はのっとらないのだけれども、0.23だけはのっとるとい

う、ここら辺が、ただそれは今説明ありましたけれども、町の今までの独自の削減もある

から１カ月浦幌はずらした、ここら辺の私整合性がとれないのではないかと思うのです。

ですから、やっぱりここら辺もいま一度、今まで町の独自削減で２号俸ほど下げている部

分もあります。やっぱりいろいろそういうのあるのです。浦幌町は浦幌町でのそういう独

自削減があるから、浦幌町は町のということであればわかるのですが、のっとると言いな

がらのっとるところとのっとらないところがあるという、ここら辺の整合性を私は町民に

もしっかりとわかるように説明していただきたいと思いますし、また職員の方々はこうい

う形、特に45歳以上の上の方々と、若い人方には余り影響与えないようにするということ

ですけれども、職員はそういう形での人事院勧告にのっとって削減がされると。しかし、

特別職については削減の提案はない、ましてや４月には財政がちゃんと一山越えたよとい

うことで町長の給与削減も見直されたという、こういう現状の中において、しかし人事院

だから0.23だけは削減するのだよという、職員だけは下げるのだけれども、上は下げない

のだという、ただ特別職は確かに違うといえば違いますから、ここら辺が難しいです。だ

から、特別職も人事院勧告にのっとってということにはなっていませんから、ここら辺は

難しいというか、これこそやっぱり町長の判断だと思うのです。だから、ここら辺の町長

の判断を私はいい悪いと言っているのではなくて、どうもその辺の整合性がとれないので

はないかなと思いますから、その辺も含めて町長の見解をお伺いしたいと思います。 

 また、これはまだどうなるかわかりませんけれども、人事院勧告といいながらも今まで

ずっと国もしてきましたけれども、今の政府におきましては人事院勧告を無視して7.8％の

大幅な削減をして、それを震災の復興に充てるとかいろんなことの中で、もともと財源な

いわけですから、そういった形の中で7.8なんていう数字も実際出てきています。だから、

今度、では人事院勧告にのっとるけれども、その政府の方針にはのっとっていくのかのっ

とっていかないのか、これもはっきりしていないから、していないものをどうなのだとい

うこともちょっと町長としても答弁難しいかもしれませんけれども、実際そういうような

報道もしっかりされているわけですから、ここら辺の政府のそういう方針が出たときには

どうしていくのかとか、それはあくまでも職員、もし出てのっとったとしてもそれは職員

だけで特別職は関係ないのかとか、給与に関してのいろんな見解が出てくると思うのです。

ですから、まだはっきりしない部分もありますから、すべてがきちっと言えないのでしょ

うけれども、やはり基本的なスタンスとして町長の方針というものはある程度考え方があ

ろうかと思います。その辺町長のお考えをお聞かせをいただければと思いますので、お願

いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 ３点ほどあろうと思いますけれども、まず１点、職員の給与については人事
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院勧告に基づいてやるということについて実施時期の問題です。人事院勧告につきまして

は0.23％引き下げると。その中でこの回答については、公布日の属する日の翌日の初日か

ら実施をするということに人事院勧告にもなっています。そういう面からのっとれば、当

然これは今、議会で改定ですから１月１日ということになります。そういう意味では、こ

の人事院勧告の一部にはそう書いてあるのですけれども、ただ年額調整でやりなさいとい

う部分も書いています。これは、相矛盾する部分があるのだろうなと私は人事院勧告で感

じているところであります。 

 ２つ目は、本年は引き下げ改定のために遡及の改定は行わない、これも明確に書いてご

ざいまして、私どもとしてはこのたびのものについては近隣町村が大体もう１月１日と、

改定ということが多いものですから、私どもとしてはほかの町と歩調を合わせて１月１日

の改定で行ったということでありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 あと、もう一つ、特別職はどうなのだという話でありますけれども、ご存じのとおり特

別職の改定については15年の30％のダウンと、それを今継続していますし、17年にも10％

の改定ということを行って継続している状況にあります。そういう面では、人事院勧告と

は特別職は違いますけれども、もう既にその分については減額措置を行っているというこ

とでご理解をいただければありがたいと思います。 

 あと、政府の7.8％、これにつきましてはいろいろ政府内でお話があります。総務大臣に

ついては、町には波及させないと言っておりますし、ただ一部では今度の震災のものにつ

いても町でも当然負うべきだというような話をされている方もいらっしゃいます。今、通

常国会にこの給与改定7.8％のっているところでありますけれども、国の動向がその後国家

公務員だけではなくて地方にそういうものが出てくるのかどうか、全く私どもとして今の

ところわかりません。そういう意味では、どうこうするという段階ではないだろうなとい

うふうには思っているところでありまして、今後その国の動きは注視をしていきたいなと

いうふうに思っています。これ以上はちょっとお話しできないのかなと思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。国の動向につきましては、最後に答弁ありました。確かにそ

のとおりです。国がどうなるかもはっきりわからないうちに、確かに下がったときにはや

りますよなんていうことも勝手には言えないでしょうし、確かにわかります。ただ、方針

として、人事院勧告の方針と政府の方針というときに、どちらがウエートがあるのかとい

うことです。人事院勧告はこうせいと言っているけれども、政府と今度どちらがウエート

があるのかなというときに、やはり通常の感覚でいうと政府のほうが私は重たいというふ

うに感じるわけです。だから、政府がこういう方針を出したときに、それを無視して人事

院ですよということにはならないのではないのかなと。本来立場が逆ですから、やっぱり。

だから、そういう感じがします。その辺は、今後も町長注視をしながら、見ながらやって

いくということですから、これについてはそれ以上言うことではないと思います。 

 また、特別職、今までも独自の削減をされている、そういった部分でしてきているとい
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うこと、これはもう重々承知しているのです。私たち議会もしているわけですから、これ

はもうみんなが、職員の皆さん方も含めてですよ、みんながそういう我慢をしながら、努

力をしながらやってきている、削減をしながらやってきている、その結果として町長いつ

も言われるように基金のほうも、町の貯金もたくさん20億以上になってきている、やっぱ

りそういう努力の結果がきちっとしてあらわれているわけですから、それはそれとして今

までの町長初めとする職員の皆さん方の努力というもの、これはもう全然忘れることでは

ありませんし、それはもう評価をする、当然結果も残っていますから、努力だけではなく

て実際の結果も残っていますから、それはもう当然評価をするところなのです。だからな

のです。だから、別に特別職だけがやっているわけではなくて職員もやっているし、みん

なやっているぞと。その中で今回の人事院でこう出て、実際0.23というと、金額でいって

もさほどと言ってはちょっと表現悪いのかもしれませんけれども、そんなに言うほどの金

額でもないのかなと。全体でいうと月に10万二千何がしということですけれども、それよ

りも独自削減しているほうがよっぽど大きいわけですから、実際に今やっていることのほ

うがよっぽど大きいわけですから。そこら辺で、だから今近隣町村いろんな部分というの

先ほどもありましたけれども、実際やっているので、だから町長、特別職もやっている、

職員もやっている、だけれどもそういう人事院勧告、先ほど町長も人事院勧告もちょっと

矛盾があると言っていたではないですか。私も今のこの人事院勧告の評価というのも、そ

の調査の内容等についても、これが浦幌、地域に当てはまるのかといったときに、毎月こ

れだって八百何がしが差があるとかといったって地域の実情との差の部分がもう全然かけ

離れていますから、実際に言うと。ですから、これが本当にこの浦幌に当てはめるという

ことがいいのかなということは、私も前から思っているのです。ただ、その議論はちょっ

と別です。町長は、あくまでもそれにのっとると言っているわけだから、その議論はまた

別の機会にすることになると思うのですけれども。その中で、特別職も今やっているから

理解いただきたいということはわかるのだけれども、でも職員もやっているではないです

かということなのです。だから、ここら辺の整合性が私はとれないのではないのかなとい

う形になるのです。 

 ですから、特別職ということになってくると、やっぱり私たち議会にも議員の部分にも

かかわってくる部分があるのかなと思います。そういった部分については、やはりトップ

の姿勢というものが何よりも示されるべきだろうというふうに思いますので、最後にその

辺いま一度、町長先ほど言われたようなやっているよという部分はわかるのですけれども、

でも職員もやっているぞという、そういうことであるならば、私は思い切って今回だって

やらなくてもいいのではないかなというぐらい思っているのです。私は、そのぐらいのラ

スパイレス、いろんな部分を比較したときに、先ほども１月１日、近隣にも合わせてとい

う、見ながらといったときに、近隣見回したら浦幌やらなくてもいいぐらいの金額ではな

いのかなというような気もするし、だけれども状況を見るとなかなか町民の意識からする

と、やっぱりよそがやっているのに浦幌がやらないということにもならないのかなと思う
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のですけれども、どうもこの辺がしっくりこないところがあると思うのです、町民にして

も。この辺がやっぱり町長の判断なのかなという気がしますので、もう一度ちょっと町長

の見解をお聞かせいただければと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 人事院勧告についての考え方というのは、いろいろあると思います。これに

ついていいかどうかというのは、今後民主党も人事院を本当は廃止して独自の締結権を持

たせるという考えも打ち出しています。これの動向がどうなるかということにも関係して

くるのかなというふうに思いますし、浦幌町独自の給与査定をどうやって行っていくかな

と、もしそうなった場合に。これは、大変な問題だろうなというふうに思っています。私

どもとしては、従来から人事院勧告についてはそれに即した形で行っていきますよという

ことは常に申し上げております。今回の0.23％も数字だけではない部分でありますので、

これは人事院勧告のとおりやらせていただきたいというふうに申し上げまして、提案を今

させています。 

 ただ、ほかの町と比べたらもっと独自削減をしているからいいのではないかというお話

ありましたけれども、２年間の定昇ストップしている分、これについては挽回をするとい

うことはできないという状況ですから、これは約３％、３％、６％のダウンに相当すると

いうふうに前から申し上げているとおり、これについては挽回はできないだろうと。ただ、

今後とも人事院勧告についてはあくまでも基準として私どもとしては参考にさせていただ

きながら、これに即してやっていくということについては今後も人事院勧告がある限り変

わらないというふうに思っています。そういう意味では、ぜひその辺はご理解をいただく

しかないのかなというふうに思っております。 

〇田村議長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第56号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。 

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩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」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 
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 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時１０分  休憩 

午前１１時３０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けます。 

 

    ◎日程第１０ 議案第５７号 

〇田村議長 日程第10、議案第57号 浦幌町税条例等の一部改正についてを議題といたし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 議案第57号 浦幌町税条例等の一部改正について。 

 浦幌町税条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 平成23年12月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。浦幌町税条例等の一部を改正する条例。 

 本条例案につきましては、条文の朗読を省略させていただき、別冊議案説明資料に基づ

き説明させていただきます。議案説明資料13ページをごらんおき願います。浦幌町税条例

等の一部を改正する条例説明資料。 

 最初に、１、改正の趣旨でございますけれども、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に

対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の

一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令がそれぞれ公布、施行さ

れたことに伴いまして、浦幌町税条例の一部改正及び浦幌町税条例の一部を改正する条例

の一部改正を行うものでございます。 

 次に、２といたしまして、改正条例の構成でございますけれども、浦幌町税条例の一部

改正を第１条とし、浦幌町税条例の一部を改正する条例（平成20年条例第19号）の一部改

正を第２条とし、浦幌町税条例の一部を改正する条例（平成22年条例第９号）の一部改正

を第３条とし、それに附則を付した構成となってございます。 

 次に、３、改正の主な内容でございますけれども、（１）としまして改正条項第１条でご

ざいます。改正点の主なものにつきましては、租税罰則の見直し、個人町民税における寄

附金税額控除の拡充、肉用牛の売却による農業所得の課税の特例でございます。改正項目、

租税罰則の見直し。条項番号、第26条、第36条の４、第53条の10、第65条、第75条、第88条、

第107条、第133条。改正内容でございます。町民税ほか諸税の不申告、申告書等の不提出

に対します過料を３万円以下から10万円以下に改正するものでございます。26条につきま

しては町民税の納税管理人に関する不申告、36条の４につきましては町民税に係る不申告、
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53条の10につきましては退職所得申告書の不提出、第65条につきましては固定資産税の納

税管理人に係る不申告、第75条につきましては固定資産税に係る不申告、第88条につきま

しては軽自動車税に係る不申告、第107条につきましては鉱産税の納税管理人に係る不申

告、第133条につきましては特別土地保有税の納税管理人に関する不申告等となってござい

ます。改正項目、寄附金税額控除。条項番号は、第34条の７、附則第７条の４。改正内容

でございますけれども、地方税法等の改正によりまして、法を引用し、条文の簡素化及び

整理を図るため、全文改正するものでございます。また、寄附金税額控除の適用下限額を

改正前5,000円から2,000円に引き下げるものでございます。次に、改正項目、租税罰則の

追加。条項番号、100条の２、第105条の２、第139条の２。改正内容でございますが、たば

こ税に係る不申告、鉱産税に係る不申告、特別土地保有税に係る不申告に対します過料を

新設するものでございます。過料につきましては、10万以下となってございます。次に、

改正項目、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例。条項番号、附則第８

条。改正内容、農業を営む方がその飼育した肉用牛を家畜市場等で売却した場合等におけ

る事業所得につきましては、売却頭数要件の上限以下の場合には免税対象となっておりま

す。この特例につきましては平成24年度までとなっておりますが、適用期限を３年延長し

27年度までとし、免税対象牛の売却頭数要件の上限を現行の年間2,000頭から年間1,500頭

に見直すものでございます。 

 次に、法改正に伴う引用する法令条項、字句条文等の整理についてでございますが、第

36条の２ほか、以下のとおり整理をしてございます。 

 次に、（２）改正条項第２条でございますが、改正点の主なものにつきましては上場株式

等の配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率の適用期限の延長でございます。改正項目、

上場株式等に係る配当所得に係る町民税の課税の特例。条項番号、附則第２条第10項。改

正内容、平成21年１月１日から平成23年12月31日までの間の上場株式等の配当所得に対す

る３％軽減税率の特例について適用期限を２年延長し、平成25年12月31日までとするもの

でございます。改正項目、上場株式等に係る課税配当所得の町民税の特例。附則第２条第

17項。改正内容、平成21年１月１日から平成23年12月31日までの間に個人に対して支払わ

れる上場株式等の配当等に係る配当割りの３％軽減税率の特例について適用期限を２年間

延長し、平成25年12月31日までとするものでございます。改正項目、条約適用利子等及び

条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例。条項番号、附則第２条第22項。改正内

容、平成21年１月１日から平成23年12月31日までの間の個人に対して支払われる条約適用

利子、配当に係る源泉徴収選択口座に株式等譲渡所得割の３％軽減税率の特例について適

用期限を２年延長し、平成25年12月31日までとするものでございます。 

 次に、（３）改正条項第３条でございますが、改正項目、非課税口座内上場株式等の譲渡

に係る町民税の所得計算の特例。条項番号、附則第19条の３。改正内容、非課税口座内の

少額上場株式等に係る譲渡所得等の金額とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等の金額とを

区分して計算する等所要の措置につきましては、平成22年の改正において創設され、施行
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日を平成25年１月１日としておりましたが、施行日を２年延長し、平成27年１月１日とす

るものでございます。 

 次に、施行期日でございます。公布の日から施行する。ただし、附則第１条各号はそれ

ぞれに定められた日から適用する。租税罰則の見直し、追加は公布の日から起算して２カ

月を経過した日、寄附金税額控除につきましては平成24年１月１日、固定資産税の納税義

務者等につきましては地方自治法の一部を改正する法律の施行日、肉用牛の売却による事

業所得に係る町民税の課税の特例、平成25年１月１日、新築住宅等に対する固定資産税の

減額の規定を受けようとする方がすべき申告、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の

一部改正する法律の施行日となってございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 寄附金税額控除の下限額を5,000円から2,000円に下げたということの提案が

ありますが、この点につきましては地方税法の改正でこの2,000円というものが下限として

示されたのかなというふうにも思いますが、5,000円が2,000円でなくてどうして1,000円に

下がらなかったのだろう、素朴な疑問ですけれども、ご承知のように東日本の大震災後い

ろんな寄附の形があって、そういうことに配慮した面は大きいのだろうと思いますけれど

も、これ先ほど申し上げた地方税法の改正で示された数字なのか、町が独自で裁量した数

字なのか、またその辺の考え方伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 今ご質問がありました寄附金控除に係ります適用下限額についてでござ

いますが、5,000円から2,000円ということでございますが、これにつきましては所得税、

地方税あわせまして国のほうにおいて5,000円から2,000円ということに改正されてござい

ます。それに合わせた中でうちも2,000円に改正してございます。国のほうといたしまして

は、寄附文化、今回の災害等を受けて寄附文化を推進したいというような中で今まで

5,000円であったものを2,000円に引き下げたということでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 通常そのような改正が多いですから、そうかなというふうには思っておりま

したが、先ほどの給与の人事院勧告もそうなのですが、地方に権限移譲、あるいは地方自

治体に財源やら移譲する、そういう国の対応の中でいつまでたってもこういう数字が国か

ら示された数字しか提示できない、改正できない、その辺に何か違和感感じるのですが、

どうなのですか、率直な話、2,000円と1,000円が何が違うのだと私は疑問なのです。何か

根拠あって2,000円になったのでしょうか、もう少しわかることがあったら説明してくださ

い。また、町独自でこの辺の対応できないのかということ、さっきもちょっとお聞きしま
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したけれども、その辺も改めてお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 今ありましたように、税法等については国に沿った形で今までもやらせ

ていただいてございます。今ありましたように、町独自含めて2,000円を1,000円にできな

いかとか、いろいろあろうかと思いますけれども、そうした場合うちの場合町道民税とい

うことになります。町は独自で条例を設定しても道民税なりの部分に対しては、所得税に

関する部分ではあくまでそちらのほうが優先されますので、2,000円以上と、うちがもし

1,000円に改正したとしても、しかならないということになります。そういうこともあれし

まして、うちのほうとしましては今回の震災を受けてたくさんの方がいろいろ寄附をして

いただいているのですが、できれば1,000円以上なりというようなこともあれでしょうけれ

ども、うちとする分ではあくまで国に準拠した形で、税法に準拠した形で改正させていた

だいているということでご理解のほどよろしくお願いします。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第57号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１１ 議案第５８号 

〇田村議長 日程第11、議案第58号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 議案第58号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について。 

 浦幌町公の施設の指定管理者を次のとおり指定する。 

 平成23年12月５日提出、浦幌町長。 

 記、１、公の施設の名称及び位置、名称、浦幌町産業交流施設、位置、浦幌町字北町16番

地３。 

 ２、指定管理者の住所及び氏名、十勝郡浦幌町字北町16番地３、株式会社道の駅うらほ
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ろ直売会代表取締役、稲垣和幸。 

 ３、指定期間、平成24年４月１日から平成29年３月31日まで。 

 本議案の内容につきましては、別紙議案説明資料によりまして説明させていただきます。

16ページをごらんおき願います。浦幌町公の施設の指定管理者の指定に関する説明資料。 

 １、選定に当たって、現在の指定管理者である株式会社道の駅うらほろ直売会は、産業

交流施設において農畜水産物やその他の特産品などを販売し、地域経済の活性化を図るた

め町民参加により設立された団体であり、またこれまでの経験と実績から地域経済の活性

化に大きく寄与していると判断していることから、浦幌町公の施設に係る指定管理者の指

定手続等に関する条例第５条第１項の規定により、非公募による選定を行うこととし、同

法人に申し込みを求めたものでございます。選定委員会におきましては、選定基準に従い、

申請のあった事業者から聞き取り調査を行いながら提案内容等について審査し、町はその

結果を踏まえ選定したものでございます。 

 ２、指定期間について、本町の指定管理者制度運用指針の中で指定期間の標準期間とし

て３年から５年としており、現在の指定期間を延ばすことにより指定を受けた指定管理者

は中長期の経営計画に基づいた管理運営が可能となり、雇用の安定した確保と継続的に安

定した管理運営が図られるという効果が期待されることから指定期間を５年間といたした

ものでございます。 

 ３、指定管理料、平成24年から28年度、５カ年分の内容でございますけれども、2,144万

7,000円。なお、選定手続要項で示した上限額2,144万7,000円と同額でございます。 

 ４、選定の理由、非公募のため採点方式による選定は行わず、選定基準に基づき選定手

続要項や管理業務仕様書で求める水準を満たしているかなど、申請事業者が指定管理者候

補者として適切か否かを選定委員会において審査した結果、次の表のとおりすべての審査

項目において選定委員が適切と判断したためでございます。なお、表の説明については省

略をさせていただきます。 

 選定委員会におきます補足説明等の中でございますけれども、当該事業者は平成21年度

から本施設の指定管理者として適切、安定的に管理運営を行ってきた実績を有しているこ

とから、管理能力を十分有していると認められるものでございます。提案の内容は、利用

者のサービス向上に向けた取り組みとして、４月から11月までの間、開館時間を午後６時

30分まで延長することや接遇、接客教育の充実などを挙げるとともに、施設の維持管理、

運営に当たっては町が提示した管理業務仕様書の水準を満たす内容の提案が行われている

ものでございます。また、地域、社会貢献として、町内新卒者の新規雇用に取り組むこと

や町内福祉施設への介護用品等の提供などの提案も行われたものでございます。これらの

ことを総合的に勘案した結果、当該事業者が浦幌町産業交流施設の指定管理者としてふさ

わしい事業者であると判断し、指定管理者の候補者に決定したものでございます。 

 なお、候補者の選定に当たり、選定委員会から次の意見が付された内容でございます。

３項目ございます。１点目には、他団体等との協働により産業交流施設が持つ情報発信機
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能を高め、町の魅力やイベント、観光情報等をさらにＰＲしていただくとともに、産業交

流施設を通じた地域振興や地域経済の活性化につなげていただきたい。２点目には、産業

交流施設の指定管理業務に付随して行う自主事業において利益が発生した場合には、公の

施設の管理運営を行う指定管理者として町民の意見の反映に努め、町、町民に対しての還

元を検討していただきたい。３点目には、町と協力、連携して産業交流施設の設置目的や

役割を共有し、より効果的、効率的な管理運営を図っていただきたい旨の３点の意見が付

されたものでございます。 

 ５点目には、選定委員会の概要でございますけれども、選定委員会の委員につきまして

は浦幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第５条第１項にお

きましてはその組織では10人以内の委員をもって組織するとなっており、また同条第２項

第１号、第２号、第３号におきましては町行政側からは副町長、総務課長、まちづくり政

策課長、そして対象施設の所管課長、また識見者として２名の内容となっており、この中

には今般につきましては公認会計士、そして中小企業診断士それぞれ１名帯広市在住の方

を選任をしております。また、利用者からは、町内経済４団体からそれぞれご推薦を賜り、

４名の方の委員ということでご委嘱を申し上げたところでございます。合計10名の選定委

員会を組織し、その審査期日といたしましては平成23年10月11日、そして11月17日の２回

の委員会を開催しております。その審査内容につきましては、指定管理者の検証、選定手

続要項、次のページに移らせていただきます。聞き取り調査、そして事業計画内容等につ

いての意見交換、指定管理者候補者の決定という内容でございます。ちなみに、最終的に

は平成23年11月17日に聞き取り調査を行ったものでございます。また、平成23年10月17日

には町ホームページに、そして10月25日発行の町広報11月号にそれぞれ非公募による選定

を行う旨の内容についてを掲載して周知を行っているところでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 選定内容の検討の中で、この説明資料17ページですけれども、この（２）番

目に自主事業において利益が発生した場合には、公の施設の管理運営を行う指定管理者と

して、町民の意見の反映に努め、その後に町に対し還元を検討していただきたい、こうい

う項目あります。上のほうの事業者の提案からも介護用品の提供などの提案も行われたと、

これ関連あるのかなというふうに思いますが、ただ下のさっき前段言いました（２）番目

の条項でこれどれだけ利益出たら還元すれというのか、ほかの指定管理者にもそういうこ

とを負荷していくのか、これ非常に問題な条項だと思うのです。ちょっと説明してくださ

い。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問についてご説明させていただきます。 
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 17ページの説明資料の中に記載の件だと思います。確かにご指摘のとおりでございまし

て、17ページにおきましても補足説明等の中には町内新卒者の新規雇用、そして町内福祉

施設への介護用品等の提供などの提案ということで事業計画の提案がなされております。

ただ、新規雇用については具体的なことの説明があったわけでありますけれども、町内福

祉施設の介護用品等の提供ということにつきましては今後その部分について検討したい

と、具体的なことでどうのこうのというまではまだ至っていないということでなっており、

ただこのことにつきましてはやはり自主事業における利益の分等のこともあろうかと思わ

れます。ただ、１点、指定管理者制度が自治法の改正によりまして平成15年からその制度

が運用されてきているのが現状でございます。本町におきましては、平成18年度から指定

管理者制度を導入図ってきたという経過ございます。いずれにいたしましても、全国的に

いいまして８年の経過をたどってきた中でいろいろ当初の制度の中と比較した中で予測し

得ない状況が出てきたというのが実態としてございます。これは、全国の指定管理者にか

かわる自治体の調査をした結果からも見てわかるとおりでございますけれども、中には大

幅な自主事業において利益が発生した指定管理の事業も町村によってはございます。これ

らにかかわって公の施設を使用しての自主事業の展開の中で大幅な利益が出るということ

に関して、やはりこの検討課題としてあるというような調査の回答もなっております。こ

のような観点から、今回におきましてもその提案についてどのようなことがあるかという

ことの分として見てきたわけでございますけれども、委員としてもやはり改めて、今後い

ろんな変動はあるとは思いますけれども、その利益にかかわってやはり公の施設の管理運

営という観点からこの町に対しての還元について自主的な検討をお願いしたいということ

の委員会委員としてのご意見を賜ったという内容でございますので、ご理解いただきたい

と思います。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 先ほどの質問でも申し上げたように、ほかの指定管理業務も当然公の施設 

の管理、浦幌の場合は公の施設の管理ばかりですよね。この事業の導入については、国の

そうした指導もあったと思いますが、基本的には自治体の維持管理費の削減ということが

大前提だと思うのです。そういう中で、もちろん事業者も利益得て当然だと思うのですが、

それを基準もなしに利益上げたから還元しなさい、寄附行為しなさい、そういうことを要

請していく基準というものがどこにあって言えるのかなと。それは、心情的には選定委員

のそういう意見もわかりますし、だったら契約金額もっと下げればいいではないかと、こ

ういう議論になります。ただ、当初は実際にこれ新しく始まった指定管理者業務のことで

なくて道の駅運営ですよね。それから、温泉にしてもそうです。全然暗中模索、どのぐら

いでやれるかという状況ですから、模範牧場は今までの運営経緯というのあって当然予測

できる範疇にあります。しかし、そうでない指定管理の事業について基準もなしにただそ

ういう意見だけ付して契約金額上げていく、これいかにも不透明というか、きちっとこれ

から、今この出てきたことに対して考え方に反対しているわけでないのです。ただ、やっ
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ぱりきちっとした基準をつくってこの事業の規模でどのぐらいの自主運営によって利益出

たときにある程度還元しなさいという条項を適用するのかとか、そういうこと検討してい

く必要あるのでないかと私思うのです。これも安易にこんなことしていたら、ではどこま

で対応すればいいの、そういうことになってしまうのです。いかがですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 確かにただいま杉江議員のほうからご指摘ありました内容に

ついて、選定委員会の中でもいろんな議論を交わしてきた経過ございます。どのことを目

安に数字的にあらわしたらいいだろうかという部分はございます。当然施設のもの、それ

から設備のもの、それぞれ町が投資をといいますか、建設をしているものでございます。

その金額をもとにした計算という方法もあろうかと思います。いろんな議論の中であった

わけでございますけれども、ただ先進事例的に申し上げますと、事業者からの提案という

中での利益の還元という分がある市町村も現在全国的にあるのも事実でございます。この

ことにつきましては、先ほどもお話しさせていただきました法律改正により制度が運用さ

れて８年という経過の中で全国的にいってもやはり見直すと申しますか、実態に合った中

での運用を図っていくべきだという部分が調査の中でも出てきています。ただ、その解決

方法としては、具体的にはまだ定められておりませんので、今後その取り扱いについては

具体的な文書出てくるかとは思いますけれども、ただ先ほど申し上げましたとおり先進事

例的には提案という部分もございましたので、こういった形でどこまでどうのこうのとい

うのはなかなか難しいわけでありますけれども、あくまで公の施設を利用した自主事業に

かかわる利益が大幅に出た場合について何か還元する分は検討していただきたいというよ

うな意見の附帯意見という形になっておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 今先進事例というお話もありましたけれども、私は先ほどから申し上げてい

るようにやっぱり一定の基準はつくるべきだと。非常にあいまいで、事業者には自主努力

を課しておきながら、成果が出たら寄附行為をせよとか、還元せよとかと、基準なしでは

こういうことよくないと思います。きちっと検討すべきだということを申し上げておきた

いと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 今後指定管理者のそれぞれ更新の時期をいずれ迎えるのは事

実でございますので、今般についての中をただいまご指摘あった、そしてまた全国的な動

向も踏まえながら明確にできるものは明確にしていきたいというふうな思いの中で調査を

させていただきたく、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 私も今同僚議員が言いましたこの部分について質問しようと思っていたので
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すけれども、これやはり指定管理者が利益が出たら、それを町なり町民に還元するという、

自分の考えでやることはいいのです。そういう努力を踏まえて、次の選定のときにはそう

いうことも考慮して選定、値するかどうかということを判断して選定していくのです。利

益得たものはすべて自分が、利益で何にもしないという、そういうものは公の施設を使っ

て指定管理を受ける値がないのではないかということになってくると思うのです。だから、

そういう意味ではわかるのです、これは。ですから、本人たちもこの新卒者使うだとか、

町にそういういろんなことをしていこうと思っているよと、だけれども利益出なければで

きないわけですし、だからこういった提案を踏まえてやっていくのはいい。ただ、この選

定委員の方々もどういう方々がなっているのかということで先ほど説明がありましたか

ら、町の職員の方々、帯広の会計、そういう専門とした方、また町内の団体の方々という

こともありましたから、ただそういった方々からもうかったら寄附をしなさいと、やっぱ

りこれはいけないのではないですか。もうかったら検討していただきたいということは、

もうしなさいということです。どういう考えを持ってこういう選定委員の人方が受けたも

のに対して利益出たら還元するのが当たり前だと、そんなことないでしょう、企業が利益

出して当たり前なのですから。ですから、その利益出したものをどう使うかはその企業の

判断であって、その判断をもってまた次の選定のときには考えていくのであって、利益出

たら還元しなさいなんていうことをここに意見が付されるということ自体、私おかしなこ

とではないかなと思うのです。私は、ここは削除するべきだなというふうに、これはあく

までも企業の自主性に任せるべきです。こんなことを企業に意見を付すなんていうことに

は私はならないというふうに、その基準がでは幾らもうかったらどうだこうだなんていう

のありましたけれども、企業だって確かにそうなると思います。だけれども、こういうも

のを寄附しないとまた次のときに選ばれないかもしれないなんていうことで、例えば働い

ている方々の給与を削ってでも利益を出して寄附をするなんていうことは本末転倒ではな

いですか、こんなことしてしまったら。何にも町のためにならないです、こんなことして

しまったら。 

 また、そうやって寄附をしなければならないからといって、今本当にこの浦幌の道の駅

というのは評判いいです。町長も言われていましたけれども、前にも何かで７位になった

ということで町長も言っていました。自慢の道の駅です、浦幌にとっては。本当によかっ

たことです、これは。とはいえ、これが道の駅だけの効果におさまってしまって、なかな

か町内のいろんな部分の波及効果というものには薄いということもやっぱり事実ではない

でしょうか、現実問題として。いかがでしょうか。 

 だから、本来はここはそういう情報発信の基地であって、利益が出たらもっとそういう

ところにきちっと還元をして、そういう部分の２次的、３次的効果を生むのがここの道の

駅の本来の意味であって、地域に寄附をすることがここの意味ではないのではないでしょ

うか。この道の駅というものの意味をちょっと選定委員の方々が履き違えているのではな

いかなというふうに私は思います。ぜひこの部分は削除すべきだというふうに私は強く申
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し上げたいのですけれども、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 まずは、道の駅、産業交流施設の公の施設ということでの性

格からして公の施設の管理部分と、また施設の一部を使っての自主事業の分と大きく２つ

になってございます。その自主事業においては、公の施設の業務でございませんので、物

販をしながら営利を目的に追求して事業を行っていくという内容であります。ただ、いず

れにいたしましてもその施設は町の財産で、町民の共有の財産でございます。これに当然

建設費やら設備の整備やら、それぞれ大きな金を町の公金から整備をしている内容でござ

います。その中で、ある面では自主事業に使う分としてのスペースを公定の納付金という

ことで納入をしていただくというふうな定めにはなっておりますけれども、その中での相

殺的にいって最終的には指定管理の委託料ということで公の施設としての委託料の判定に

なっております。ただ、この中ではやはりその部分としての大きな利益が生じた場合は、

全国的な調査の中でもありますけれども、委託料の返納という手続をとっている町村も実

際ございます。そういった手続もあるのでしょうけれども、これについてもいろいろ先ほ

どの質問ございましたその基準なる数字が明確になっていないとその手続もできませんけ

れども、これは今後の大きな課題となってくるかなとはとらえております。そういった中

で、いずれにいたしましても自主事業と公のかかわる施設の管理事業とは別部分になって

おりますし、それが一つの施設の中、町が整備した財産をもとに行っているということで

ございます。このことにかかわって確かに自主事業の展開の中で利益を追求した中で町内

新卒者の新規雇用に取り組むと、これは町内のいわゆる地域経済にとっても大きな部分と

してあるのかなととらえております。ただ、介護用品等の提供ということの提案がありま

したけれども、用品等ということで具体的な提示というのはまだこれから検討するという

ような事業者からの説明もございました。こういうことを受けた中で仮に大きな利益が、

どこまでが大きな利益かという部分はなかなか難しいわけでありますけれども、利益が発

生した場合については町民の意見の反映、どういうことが必要なのかということについて

考えていただければという思いの附帯意見でございます。決してこれを寄附をすれだとか、

そういった形ではなくて、あくまで自主事業において大幅な利益が生じた場合については

提案の中について具体的に検討していただきたいというような意味合いが強い選定委員会

の内容となってございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 今言われましたから、あくまでもお金を寄附するとか、物を町に寄附せとい

うことではないのだという、しかしこれを見るとそういうふうにとれないです。付してい

るこの文章を見ると、そのようにはなかなか、そういうふうに見解はとれないでしょうし、

いろいろ事例的に町の公の施設を使って大きな利益が出たときに町に対して戻していると

いう、そういう事例もあるというようなお話でしたから、ただその辺も踏まえて先ほども
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同僚議員が言われたような、では幾らならどうだとかというようなことをつくっていこう

というようなお考えなのかなというふうにも思いますけれども、ただその数字をつくると

いっても中途半端な数字をつくったって、結局そこまでいったらしなければならなかった

ら、そこまで努力する必要もないということにもなったりとか、こういう検討という、こ

ういう部分というものはあくまでもその企業の自主性の問題であって、そこの企業の志向

の問題であって、これをどうするかこうするかということは私はこういうふうに写すべき

でもないだろうし、だからそういったことは暗に選定委員の方々がそういった今までの行

為、そういう姿勢を見た上で選んでいくということに、私はそれに尽きると思うのです、

これは。こういうような誤解を生むような文言というものは、私はきちっと削除するべき

だろうし、選定の委員の方々がそういうことを本当に理解してこういうことをされている

のか、私は暗に当然町の施設を使っているのだから、利益出たら町に返せというような安

易な発想では困ると思うのです。ただ、今説明ありましたから、きっとそういうことはな

いというような認識をしなければならないのですけれども、それにしてもこれ道の駅だけ

におさまらなくなりますよ、きっと。留真温泉もそうでしょうし、模範牧場もそうでしょ

うし、そういった形の中で利益が出たら結局そういう形にならざるを得ないということで、

今後この道の駅だってどうなるか、交通量、いろんな部分でわからないわけですから、そ

れなりの内部留保も必要でしょうし、今後も利用者減らないようなみずからの設備投資も

しながらいろんな検討もしていかなければならない中、だけれどもこういう文言あるばか

りにある程度の寄附はしないとならないのだというようなことでの締めつけていくという

ことは、私はいけないことだと思います。ぜひこの部分については改正、削除必要ではな

いかなというふうに私は改めて思うのですけれども、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 先ほども説明させていただきましたとおり、寄附とかそうい

うことで具体的にこうすれああすれという分は一切ございませんでした。ただ、どういう

還元の仕方、還元と言うとまたあれなのでしょうけれども、いずれにいたしましてもその

施設の管理運営にかかわって施設も老朽化をしていくでしょうし、備品についても同じこ

とが言えると思います。そういった分を総体的に考えた中で、どんなことが提案としてあ

るだろうということをやっぱり考えていただきたいという内容でございますので、厳しく

利益が出たから現金で還元すれだとか、そういったことの中での選定委員会の意見として

はなっておりませんので、このことについてご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 私も今の同僚議員の意見と同じような考え持っているものですけれども、や

はり選定委員の方がこういうことを考えたといっても、町としても本当にこういうことを

考えているのかどうなのか、その辺町長どういうふうに考えているのか意見、ちょっとお

答えいただきたいと思います。 
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 これ利益が発生した場合ですけれども、利益が発生しない場合には赤字補てんしてくれ

るのかどうか、今まで指定管理者のとき、この議案の審査のとき赤字になったらどうなの

だという話もいっぱいあったのです。町は、赤字になった場合は補てんしませんよという

ことだったのですけれども、利益が上がったときだけ町に還元すれと、赤字になっても知

らないよという、そういうことなのかどうなのか、その辺ちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 今自主事業の関係について、選定委員さんのほうから利益が出た場合には

還元できないのかというご意見であります。今安藤議員のご質問の中で赤字補てんのお話

もありましたけれども、一般的に町の施設を管理運営する場合についてはそれに見合う指

定管理料というのはお支払いしておりますので、その中で管理運営をしていただくという

ことでありまして、今まで出ている話というのは自主事業、その施設を使ってその事業者

が独自に事業を行って、その中で利益が出た場合ということでのお話だったのかなという

ふうに思います。そういった中で先ほどから担当課長がいろいろお話ししていますけれど

も、今回の事業者のほうから提案の中で地域の貢献事業として町内福祉施設の入所者のた

めに介護用品等の提供もしていきたいと考えていますということで、業者の方からそうい

う提案がありました。それらにかかわってそういう地域貢献事業としていろいろ考えてい

ただけるのであれば、そういう意味ではもう少し広い形で町民の方のご意見も伺いながら

やっていただいたらどうだろうかということも踏まえてのこういう検討していただきたい

というご意見だというふうに考えております。したがいまして、公の施設を使って、町の

建物使って事業を行っていくということですので、それらにかかわっては指定管理者とし

ては当然減価償却とかそういうことは行っておりませんので、そういったことも踏まえて

当然これから備品の関係も出てきますけれども、そういうことを踏まえていろいろと広い

意味でもっと考えていただければということでのここでの附帯意見ということであります

ので、そういうことを踏まえてご理解をいただければというふうに思います。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 今副町長のお話で地域の人たちともお話をしていきたいということですが、

このことに関して今後とも、私が常々考えるのに、道の駅からＪＲの駅のほうを見まして、

町として向こうのほうに手を出すのも、手を出すと言ったら言い方失礼なのですけれども、

そっちのほうも考えるのも大事ではないかなとずっと思っていたのですけれども、今幸い

門馬副町長のほうからそういう話が出ているので、そういう機会を持つということでこれ

理解していいのですね。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 広い意味で還元というふうにとらえていただきたいのかなというふうに思
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いますけれども、ただ（１）と（３）にこの意見が出されておりますけれども、やはり道

の駅というものが浦幌町全体の情報発信の基地としてぜひ機能していただきたいというこ

とももう一つありますので、そういう意味でここにいろいろと書かれております。それに

ついては、町もそれら選定事業者と連携しながらやっていくということでありまして、特

に道の駅から町に何とかお客さんを呼び込んでいけないのかという関係については、これ

らについては当然今後とも商工会等とも連携しながらやっていかなければいけないという

ふうに思っておりますし、既に町のいろいろな飲食店関係のマップ等も道の駅に掲示して

おりますし、一部業者についてはクーポン券を発行するとか、いろんな取り組みもなされ

ていますけれども、やはりさらに道の駅の活用という意味で今後も情報発信基地として高

めてもらいたいというご意見がありましたので、それらも踏まえて町としても連携してや

っていくということでございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 自動車専用道路の道東道の件でも今本当に流動的で、あの道路がどんどん進

んでいきますと38号線の利用形態もやっぱり変化していくと思うのです。その中で道の駅

の管理をどうするかということで、先ほどから同僚議員も言っておりますけれども、この

17ページの２番については本当に今自分たちの前の道路がどうなっていくかわからない状

態の中であの人たちもやっぱり管理をしていっているということなので、それに対してこ

の文章はいかにも指定管理を受けている人たちから出た文章とはちょっと思えないので、

やっぱり赤字が出たときにどうすればいいのか、そこら辺まで含めてがっちりと町のほう

で相談してほしいし、また先ほどの質問の中にもあったのですけれども、道の駅に対して

町民がどう思っているのか、道の駅が町にどういうふうに影響を与えていくのか、その点

についてもみんなと話してほしいし、ですから先ほどお話し合いを持つのですねと聞いた

のですけれども、持つのですよね、これはっきりと返事してほしいのですけれども。機会

を設けてこの道の駅の指定管理のあり方について、町ではこういう文書を出して議会に諮

ったのですけれども、それについてもどうでしょうということでお話をしてほしいのです。

よろしくお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 道の駅ですから、当然町民と一体となって管理運営をしていくということ

になろうかというふうに思います。そのやり方については、アンケート調査をやるですと

か、聞き取りやるとか、いろんな形があろうかというふうに思いますけれども、それらに

ついてはできる限り町民の方の意見を取り入れながら道の駅を管理運営していくというこ

とについて指定管理者の方にお願いしながらやっていきたいというふうに思っておりま

す。方法については、いろいろとお話をしながら決定していくということになろうかとい

うふうに思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第58号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。 

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩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」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ０時２１分  休憩 

午後 １時３０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けます。 

 

    ◎日程第１２ 議案第５９号 

〇田村議長 日程第12、議案第59号 平成23年度浦幌町一般会計補正予算を議題といたし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 議案第59号 平成23年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成23年度浦幌町の一般会計補正予算（第４回）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１億2,592万4,000円を追加し、歳入歳

出の総額を歳入歳出それぞれ57億789万3,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の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「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為） 

 第２条 債務負担行為の追加は「第２表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債） 
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 第３条 地方債の追加は「第３表 地方債補正」による。 

 平成23年12月５日提出、浦幌町長。 

 ２ページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 次に、４ページをお開きください。第２表、債務負担行為補正、追加、事項、浦幌町産

業交流施設指定管理委託料、期間、平成24年度から平成28年度、限度額2,144万7,000円。 

 第３表、地方債補正、変更、起債の目的、過疎対策事業、辺地共聴施設整備事業債、補

正前零円、補正後680万円、起債の方法、利率、償還の方法は補正前と同じでございます。 

 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の１の総括は省略させていただきます。 

 次に、７ページをお開きください。歳入、一般会計補正予算説明資料につきましては20ペ

ージから記載しております。２、歳入、１款町税、１項町民税、１目個人410万を追加し、

１億9,445万円、１節現年課税分410万の追加、説明資料20ページに記載しております。 

 ２目法人740万を追加し、3,303万1,000円、１節現年課税分740万の追加、現年課税分で

ございます。説明資料20ページに記載しております。 

 ２項１目固定資産税450万追加し、２億7,336万4,000円、１節現年課税分450万の追加、

現年課税分でございます。説明資料20ページに記載しております。償却資産の増に伴うも

のでございます。 

 ４項１目町たばこ税1,048万を追加し、4,093万8,000円、１節現年課税分1,048万の追加、

現年課税分でございます。説明資料20ページから21ページに記載しております。消費本数

の見込みより多く申告に伴う追加でございます。 

 次に、８款１項１目地方特例交付金227万を追加し、1,316万6,000円、１節地方特例交付

金227万の追加、地方特例交付金の確定に伴う追加でございます。説明資料21ページに記載

しております。 

 ９款１項１目地方交付税１万6,000円を減額し、33億7,593万5,000円、１節地方交付税１

万6,000円の更正減でございます。普通交付税の確定に伴う更正減でございます。説明資料

21ページに記載しております。 

 次のページをお開きください。11款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担金

687万を追加し、１億2,478万4,000円、２節児童福祉費負担金487万の追加、認可保育所の

保育料の487万の追加でございます。説明資料26ページから27ページに記載しております。

しらかば保育園の園児数が当初見込みより増員になったための保育料の増額でございま

す。４節老人福祉施設費負担金200万円、老人福祉施設入所者費用徴収金200万円の追加で

ございます。説明資料28ページに記載しております。被措置者数の増に伴うものでござい

ます。 

 ３目農林水産業費負担金22万3,000円を追加し、2,835万6,000円、１節農業費負担金22万

3,000円の追加、農業団地センター管理負担金の追加でございます。説明資料31ページに記

載しております。燃料単価増に伴う農協負担金の追加でございます。 

 13款国庫支出金、２項国庫補助金、４目農林水産業費国庫補助金4,050万を追加し、
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6,285万円、１節農業費補助金4,050万の追加、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金の

4,050万の追加でございます。説明資料30ページから31ページに記載しております。豆類異

物等除去設備の整備に伴う追加でございます。 

 ５目総務費国庫補助金3,213万を追加し、3,213万円、１節総務費補助金3,213万の追加、

辺地共聴施設整備事業費の追加でございます。説明資料23ページから24ページに記載して

おります。地域情報通信基盤整備交付事業でございます。 

 14款道支出金、１項道負担金、２目民生費道負担金36万5,000円を追加し、8,137万

6,000円、５節後期高齢者医療保険基盤安定拠出金36万5,000円の追加でございます。確定

に伴う拠出金の追加でございます。 

 ５目農林水産業費道補助金85万を追加し、4,878万6,000円、１節農業費補助金10万円、

農業者戸別所得補償制度推進事業補助金、割り当て確定に伴う増でございます。２節林業

費補助金75万の追加、地域づくり総合交付金、エゾシカ緊急対策事業15万の追加、説明資

料32ページにございますように、平成24年３月１カ月間一斉駆除期間として駆除を行うた

めの交付金でございます。未来につなぐ森づくり推進事業補助金60万、説明資料32ページ

の記載のとおりでございます。 

 ６目教育費道補助金15万7,000円を追加し、15万7,000円、１節社会教育費補助金15万

7,000円の追加、学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業補助金でございます。

説明資料21ページから22ページに記載しております。学校支援地域本部事業の事業の名称

変更に伴う委託契約形式から事業費補助の変更に伴う補助金でございます。 

 ３項委託金、３目農林水産業費委託金４万円を追加し、1,771万1,000円、１節農業費委

託金４万円、農地・水・環境保全向上対策推進交付金でございます。事務費増に伴う４万

円の追加でございます。 

 ６目民生費委託金８万9,000円を追加し、８万9,000円、障害者福祉事業委託金８万

9,000円の追加でございます。生活のしづらさなどに関する調査業務委託金の追加でござい

ます。説明資料25ページから26ページに記載しております。障がい者の生活実態調査に伴

う委託金の追加の内容になっています。 

 15款財産収入、２項財産売払収入、１目不動産売払収入505万3,000円を追加し、515万

3,000円、１節土地建物売払収入505万3,000円の追加でございます。この関係につきまして

は、説明資料22ページから23ページに記載しております。不動産売り払いに係る分の売払

収入でございます。 

 16款１項寄附金、２目指定寄附金300万を追加し、758万1,000円、２節ふるさとづくり寄

附金300万の追加でございます。寄附者の増に伴うふるさとづくり寄附金の歳入の追加でご

ざいます。 

 19款諸収入、５項１目雑入109万9,000円の追加、2,473万1,000円でございます。４節雑

入109万9,000円、雑入でございます。109万9,000円の追加でございます。説明資料37ペー

ジに記載しております。この関係につきましては、20年、21年、22年の３カ年に実施した
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森林整備地域活動支援交付金事業でありますが、大手企業が山林を売った場合については

この交付対象外となることで、この補助事業は中小企業対象であるということで大手企業

が売却先になったためにこの補助金が返還になったために雑入で受けているものでござい

ます。 

 ２目過年度収入１万4,000円を追加し、２万4,000円、１節過年度収入１万4,000円、子ど

も手当過年度分国庫負担金１万4,000円の追加でございます。説明資料36ページにございま

す。実績確定に伴うものでございます。 

 次のページ、20款１項町債、１目総務債680万を追加し、２億3,865万8,000円、１節総務

債680万の追加、辺地共聴施設整備事業債の追加でございます。 

 ３、歳出、歳出でございますが、人件費につきまして扶養親族の異動、扶養手当、期末、

勤勉手当、寒冷地手当の増でございます。また、住居変更による住居手当、通勤手当の増

でございます。総額で人件費につきましては56万8,000円の追加となっています。また、燃

料費の増につきましては、灯油単価当初77円でございますが、変更後90円ということで13円

の増になっています。Ａ重油につきましては、当初予算につきましては77円で見込んでお

りましたが、変更後95円の予算見積もりをさせていただいて18円の増になっています。庁

舎ほか総体で燃料費につきましては、今回1,092万8,000円の追加をお願いする内容になっ

ています。 

 ３、歳出、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費249万3,000円を追加し、２億

9,062万8,000円、７節賃金164万4,000円の追加、この関係につきましては説明資料22ペー

ジにございます電算部門の情報処理の職員の任用期間の延長並びにＧＩＳ関係の臨時職員

に伴う賃金の増でございます。11節需用費84万9,000円、燃料費の追加でございます。 

 ５目財産管理費210万を追加し、3,541万3,000円、17節公有財産購入費210万の追加でご

ざいます。説明資料23ページに記載しております。なお、説明資料の38ページをお開きく

ださい。この関係につきましては、説明資料のとおり、畜産振興のために町がこの土地を

購入するものでございます。材木町５番地の４、3,882.6平米並びに材木町５番地の５、

234.33平米を購入するものでございます。なお、売払収入の中の補正で見ておりますが、

材木町５番地の４の3,882.6平米については売却の予定になっております。なお、材木町５

番地の５、234.33平米につきましては道から購入し、道路排水の流末で明渠となっており、

町が流末の管理で必要であり、購入し、町が所有するものでございます。 

 次に、11ページにお戻りください。次に、６目財政調整等基金費300万を追加し、１億

8,108万4,000円、25節積立金300万、ふるさとづくり基金積立金でございます。説明資料23ペ

ージに記載しております。 

 ７目企画費4,349万7,000円を追加し、１億3,371万円、８節報償費100万でございますが、

ふるさとづくりの寄附に伴う記念品が120万でございます。また、委託料の20万でございま

すが、このまちづくり講演会については報償費で見ておりましたが、組みかえによりまし

て20万減で、差し引き100万円の報償費の追加となっています。９節旅費６万円の追加、説
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明資料24ページにございます直別地区のテレビの共聴設備に伴う普通旅費の追加でござい

ます。11節需用費21万4,000円の追加、消耗品費、また光熱費それぞれ20万、１万4,000円

の追加は移住体験住宅完成に伴う消耗品、光熱費の追加でございます。12節役務費39万

5,000円、通信運搬費、この関係につきましてはふるさとづくりの記念品の送付に係る運搬

費でございます。13節委託料20万円、報償費からの組みかえで、まちづくり講演会講師派

遣業務委託料の組みかえの20万でございます。14節使用料及び賃借料3,000円、テレビ受信

料でございます。移住体験住宅に係るものでございます。15節工事請負費4,042万5,000円、

工事請負費でございます。説明資料24ページにございます。直別地区のテレビ共聴施設整

備工事に伴う工事請負費の追加でございます。18節備品購入費120万円、この関係について

も説明資料24ページに記載しております移住体験住宅完成に伴う備品購入に当たるもので

ございます。 

 13目諸費360万7,000円を減額し、3,912万4,000円、11節需用費37万4,000円の追加、説明

資料25ページに記載しております17万4,000円の燃料費の追加、修繕料20万につきましては

説明資料同じく25ページに記載しております静内会館修理に係るものでございます。次の

ページをお開きください。19節負担金、補助及び交付金398万1,000円の更正減、留真本別

高校通学生バス回数券等負担金79万5,000円の更正減、本別生活維持路線バス運行補助負担

金77万4,000円の更正減、生活交通バス運行維持費補助金の241万2,000円の更正減、いずれ

も説明資料24ページから25ページに記載しております公共交通体系見直しに伴う補助金の

確定に伴うそれぞれ更正減でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費14万1,000円を追加し、２億8,502万

6,000円、３節職員手当等５万2,000円、扶養手当。８節報償費１万1,000円、これは説明資

料25ページから26ページにございます生活のしづらさに関する調査委託料の報償費でござ

います。11節７万8,000円、消耗品７万8,000円の追加、これもいずれも同じでございます。 

 ７目後期高齢者医療費293万3,000円を減額し、9,692万3,000円、19節負担金、補助及び

交付金305万5,000円の更正減、療養給付費等の負担金でございます。確定に伴う更正減で

ございます。28節繰出金12万2,000円の追加、後期高齢者医療特別会計事務費繰出金36万

4,000円の更正減、後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金48万6,000円の追加でござ

います。確定に伴うものでございます。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費10万円を追加し、1,527万7,000円、８節報償費10万

円の追加でございますが、出産祝金の追加でございます。説明資料の26ページにございま

す。３月までの出産予定のための追加、２名分でございます。 

 ２目児童措置費78万8,000円を追加し、9,651万7,000円、13節委託料78万8,000円の追加、

子ども手当システム改修業務委託料でございます。説明資料26ページにございます。支給

等に関する法律が改正になったのに伴い、システムの改修に伴う委託料でございます。 

 ３目認可保育園運営費727万追加し、9,576万1,000円、７節賃金577万の追加、説明資料

26ページにございます入園者増に伴う賃金の追加でございます。11節需用費138万4,000円、
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消耗品15万1,000円、燃料費、単価増に伴う20万5,000円、光熱費22万7,000円の追加、修繕

料、熱感知器の修理の5,000円の追加、賄い材料費79万6,000円、この関係につきましては

単価増、また入所者増に伴うものでございます。13節委託料11万6,000円、管外入所保育委

託料11万6,000円の追加、確定に伴う追加でございます。 

 ４目へき地保育所運営費11万追加し、3,565万1,000円、11節需用費11万の追加、燃料費

でございます。 

 ６目児童デイサービスセンター運営費５万9,000円を追加し、1,736万円、３節職員手当

等、寒冷地手当５万9,000円の追加でございます。 

 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費４万1,000円を追加し、１億5,621万8,000円、11節

需用費２万2,000円の追加、燃料費の追加でございます。19節負担金、補助及び交付金１万

9,000円の追加、介護保険関連基盤整備事業補助金の確定に伴う追加でございます。説明資

料28ページに記載しております。 

 ３目老人福祉施設費254万2,000円を追加し、8,017万7,000円、20節扶助費254万2,000円

の追加、老人福祉施設保護措置費、説明資料28ページにございます被措置者増に伴う措置

費の増でございます。 

 次のページをお開きください。４目老人ホーム費252万8,000円を追加し、１億6,679万

3,000円、３節職員手当等14万1,000円、住居手当、通勤手当のおのおのの追加でございま

す。11節需用費238万7,000円追加、燃料費の追加並びに修繕料については洗濯機、乾燥機

の修繕に伴う11万5,000円の追加でございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費242万8,000円を追加し、１億7,459万

3,000円、３節職員手当等17万8,000円、扶養手当、寒冷地手当の追加。19節負担金、補助

及び交付金55万の追加、この関係については説明資料29ページにございます簡易水道の特

別会計の工事の負担金でございます。28節170万、簡易水道特別会計繰出金の追加でござい

ます。 

 ５目医療対策費987万8,000円を追加し、１億1,932万5,000円、15節工事請負費870万円の

追加でございます。説明資料29ページにございます。医師住宅改修工事に伴うものでござ

います。また、別途資料を提出しておりますので、よろしくお願いします。28節繰出金117万

8,000円を追加する内容でございます。浦幌町立診療所特別会計の繰出金の追加でございま

す。 

 ６目乳幼児等医療対策費216万を追加し、2,481万7,000円、20節扶助費216万の追加、乳

幼児医療扶助費の追加でございます。説明資料29ページにございます。医療費助成の中学

生までの拡大に伴う乳幼児医療扶助費の追加になっております。 

 ８目保健福祉センター管理費56万9,000円を追加し、1,615万3,000円、11節需用費56万

9,000円、燃料費の追加でございます。説明資料29ページにございます。 

 ２項清掃費、１目塵芥処理費136万4,000円を追加し、7,569万1,000円、11節需用費136万

4,000円の追加、修繕料でございます。説明資料30ページに記載しております。修繕内容に



 － 42 － 

ついては、30ページをごらんおきください。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費4,064万を追加し、9,855万9,000円、11節

需用費４万円、消耗品費の追加でございます。続きまして19節負担金、補助及び交付金

4,060万円、浦幌町地域農業再生協議会補助金10万円でございますが、農業者戸別補償のそ

れぞれ交付金の増に伴うものでございます。農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業

交付金4,050万の関係につきましては、30ページから31ページに記載しております。前倒し

で行う事業の交付金でございます。 

 ４目農業団地センター管理費31万8,000円追加し、1,320万3,000円、11節需用費31万

8,000円の追加でございます。説明資料31ページにございます。燃料費の追加でございます。 

 ２項林業費、１目林業総務費47万5,000円を追加し、1,493万3,000円、３節職員手当等９

万9,000円の追加、扶養手当、期末、勤勉手当、寒冷地手当の追加でございます。８節報償

費37万6,000円の追加、37万6,000円の追加につきましては説明資料32ページに記載してお

ります有害鳥獣駆除対策に係る報償費でございます。 

 ２目林業振興費81万6,000円を追加し、2,819万5,000円、19節負担金、補助及び交付金81万

6,000円の追加、未来につなぐ森づくり推進事業補助金105万5,000円、人工林保育事業補助

金23万9,000円の更正減、それぞれ確定に伴う追加、補正減でございます。説明資料32ペー

ジに記載しております。 

 次のページ、16ページをお開きください。３項水産業費、２目水産業振興費２万8,000円

を追加し、1,826万6,000円、９節旅費２万8,000円の追加、普通旅費の追加でございます。

説明資料32ページから33ページにかけて記載しております。 

 ９款１項消防費、１目常備消防費39万7,000円を減額し、２億2,200万7,000円、19節負担

金、補助及び交付金39万7,000円の更正減、東十勝消防事務組合負担金本部共通費58万

3,000円の更正減、浦幌消防署費18万6,000円の追加でございます。 

 なお、19ページをごらんおきください。参考で、東十勝消防事務組合一般会計予算（浦

幌町分）、２、歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目消防負担金39万7,000円を

減額し、２億9,218万2,000円、１節消防負担金39万7,000円の更正減、本部共通費58万

3,000円の更正減、消防署費18万6,000円の追加。 

 ３款財産収入、２項財産売払収入、１目物品売払収入75万5,000円を追加し、80万5,000円、

１節物品売払収入75万5,000円、消防車両売払収入75万5,000円の追加。 

 ４款１項１目繰越金89万1,000円を追加し、119万1,000円、１節繰越金89万1,000円の追

加、前年度繰越金でございます。 

 次のページ、20ページでございます。３、歳出、２款消防費、１項常備消防費、５目浦

幌消防署費183万2,000円を追加し、２億1,632万1,000円、３節職員手当等45万8,000円の追

加、10節交際費２万円の追加、11節需用費100万の追加、燃料費、修繕料それぞれ50万の追

加、19節負担金、補助及び交付金35万4,000円の追加の内容でございます。いずれも説明資

料33ページから34ページにかけて消防の関係の説明資料に記載しております。 
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 16ページにお戻りください。４目災害対策費100万を追加し、1,537万6,000円、15節工事

請負費100万の追加、工事請負費の追加でございます。説明資料34ページにございます。一

時避難場所の設置に伴う移設工事に伴う工事請負費の追加になっております。 

 10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費３万9,000円を追加し、6,146万8,000円、３

節職員手当等、扶養手当３万9,000円の追加でございます。 

 ２項小学校費、１目学校管理費354万1,000円を追加し、9,627万7,000円、11節需用費354万

1,000円の追加、燃料費の追加274万1,000円、修繕料80万の追加、説明資料34ページに記載

しております厚内小学校校舎の暖房用のボイラーの修繕でございます。 

 ３項中学校費、１目学校管理費192万7,000円を追加し、5,721万9,000円、11節需用費192万

7,000円の追加、燃料費169万9,000円の追加、修繕料22万8,000円の追加につきましては説

明資料35ページにございます上浦幌中学校校長住宅のボイラー改修に伴う修繕料の追加で

ございます。 

 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費30万6,000円を追加し、6,885万1,000円、11節需用費30万

6,000円、燃料費の追加でございます。 

 ５項社会教育費、２目公民館運営費82万5,000円を追加し、2,670万1,000円、11節需用費

82万5,000円、燃料費の追加でございます。 

 ７目図書館管理費46万9,000円を追加し、3,776万9,000円、11節需用費46万9,000円、燃

料費の追加でございます。 

 ６項保健体育費、２目社会体育施設費４万1,000円を追加し、7,397万円、11節需用費４

万1,000円、燃料費の追加でございます。 

 ３目給食センター管理費53万8,000円を追加し、１億365万6,000円、11節需用費32万

8,000円、燃料費の追加でございます。18節21万円、備品購入費の追加、説明資料36ページ

に記載しておりますカッターミキサーの更新に伴う21万の追加になっています。 

 次に、18ページをごらんおきください。13款諸支出金、１項１目過年度支出金83万を追

加し、1,634万円、23節償還金、利子及び割引料83万を追加、子ども手当過年度分国庫負担

金5,000円の追加、確定に伴う追加でございます。森林整備地域活動支援交付金返還金でご

ざいます。町に一たん雑入で受けたものの道に対する返還金、４分の３、国、道に返還す

る82万5,000円の追加でございます。 

 以上で一般会計の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い

いたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 それでは、何点か質問をさせてもらいます。説明資料のほうでの資料の形の

中で質問をさせていただきます。 

 まず、１点目、不動産売払収入、また財産管理の部分の土地の購入も含めてでございま

すけれども、先ほども説明がございましたし、図面も載ってもございますので、いいので
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すけれども、売払収入等も３カ所ありますし、土地の購入のほうも２カ所、材木町も番地

が４番、５番ございますし、この辺の要するに明細、詳細の部分、この辺をまず１点目お

知らせをいただきたいというふうに思っています。金額が合算されていますので、一つ一

つの明細お知らせをいただきたいというふうに思います。 

 ２点目の質問でございますけれども、定住、移住に関連してでございますけれども、先

ほども報告の中で入札結果のほうの報告もございまして、今これは建てているということ

でございます。それに伴っての備品の購入ということでもろもろの必要なもの載ってきて

いますけれども、これなのですけれども、先般も東京浦幌会、町長も行かれまして、私も

参加をさせていただいたのですけれども、その中でもこの部分のお話も何人かの方々で向

こうでされている方がいまして、大変興味を持っているというようなお話もありましたけ

れども、この部分のＰＲが全く不足しているということを向こうからも言われたのです。

私もそう思いますし、まだ結局こういうもの今建てているのですけれども、建ってから、

さあ、どうぞではやっぱり遅いと思うのです。やっぱり今のうちから、こういう図面でき

れば、大体外観はこういうイメージでこうだとかというものも出るでしょうし、やはり早

い段階から今こういうものが建っているので、こうで、当然パンフレット等とかいろんな

ものも含めていろんなところでのいろんなＰＲが、いいことをやろうとしているのですが、

なかなかこれが伝わっていないのではないかということが先般も改めてそんな感じを持ち

ました。そうすると、ここに例えばＰＲ分とか、またプラスして予算計上して、ぜひ私は

早目、早目に、建ってからではなくてという部分を、今もいろんな形でやってはいるかも

しれませんけれども、より一層もっと推して、やっぱり町長が言われているように人口

5,000人切らないというためにはこういう定住、移住大事ですからもっともっとアピールが

必要ではないかなということを先般ちょっと身にしみてきたというか、感じた部分があり

ましたので、この辺についてのＰＲの部分の考え方を２点目質問をさせていただきます。 

 ３点目であります。先般同僚議員のほうからも資料要求がございましたけれども、医師

住宅の関係でございます。来年４月から榊原先生がまた浦幌に戻ってきていただけるとい

うことで、大変よかったなということはもう皆さんが思っていることだと思います。その

中で、ここにもありますけれども、昭和59年に建築した住宅、もう30年、当然30年もたち

ますからそれなりに経過している中ではこれだけのかなりの改修も必要ということの中で

わかりますけれども、それでも870万ということでかなり大がかりな改修になるということ

であります。これの内訳も見まして、一つ一つをとった中で私も正直家の中まで入って一

つ一つのおふろがどうなっている、トイレがどうなっていると見てきたわけでありません

からあれですけれども、この部分なのですけれども、明細見てかかるものはしようがない

のかなという気もいたしますけれども、この部分、先生来ていただく上でこういう住宅も

きちっとしますよということが条件になっているのかどうなのか、ちょっと私もその辺が

わかりませんけれども、ただこれでもう大丈夫なのかなということです。また来年、また

来年となったときにまた次から次へという形にならないのか、それだったら思い切って建
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て直したほうがいいのではないかという話にもなりますし、その辺の現状見た考えの中で

この870万という部分が改修してこれでもう心配ないよということなのか、とりあえずなの

か。逆に言うと、先生も見て、せめてこことこことここは直してもらわないと困るよとい

うようなことでこれなのか。先生は抜きで、あくまでも町としてやっぱりせめてこのぐら

いは直さなければせっかく来てくれる榊原先生に申しわけが立たないということでのこう

いうことなのか。この870万、余りにも高額なものですから、この辺の考え方というのでし

ょうか、この870万になった根拠的なものもひとつお知らせをいただきたいと思います。こ

れ３点目であります。 

 ４点目、最後の質問でございますが、その下に医療対策費があります。これは、浦幌町

の単独事業で中学生まで枠広げましたので、金額がふえるのはわかりますけれども、当初

よりも金額がふえているということで、それなりの目測は持った中でしたのでしょうけれ

ども、医療費がこれだけふえているということはそれだけぐあいの悪い子どもが多かった

のかといったときにそんなことでもないのでしょうし、だからここら辺のある程度見越し

たけれども、これだけふえたという部分についてどういうようなことなのか、当初の見込

みよりもこういう部分がちょっと見込みが甘かったというような部分なのかなと思います

ので、この部分、以上４点について説明を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 まず、１点目の不動産売払収入と、それから23ページの財産管理費の中

の公有財産購入費との絡みでございます。22ページの不動産売払収入につきましては、南

町につきましては245万、吉野につきましては60万、材木町につきましては今204万円を予

定しております。それで、財産管理費の中の購入につきましては210万、６万円の差額があ

ると。先ほど説明したとおり、材木町５番地の４については売り払いを考えておりますが、

５番地の５、234.33平米については町が保有し、その明渠排水の中で使うと、その金額に

ついてはおよそ６万ほどを見ております。そういった形の内訳になっております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 私のほうから移住体験住宅にかかわるご質問について説明さ

せていただきたいと思います。 

 ＰＲの仕方が不足しているのではないかといった点だというふうに思います。このこと

につきましては、現在のところ予定の中では工期等の関係で、工期につきましては１月末

ということで現在その工事を進めております。その検定につきましては、工事完成後の検

定が町の検定と、それから北海道の補助金を財源として行っているいわゆる補助事業でご

ざいますので、北海道の検定も受ける義務があるということで、これが恐らくすべて終わ

るのが３月の中旬以降になるのかなということで、それ以降でないと入居もできないとい

うのが工程の中で予定しているものでございます。その後、やはり本町にとって初めての
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移住体験住宅でございますし、一般の町民の皆様にもやはり見ていただきたいという思い

もございます。そんな関係で検定が終わりましたら、町民の方皆さんに一般公開をしたい

なというような予定も組んでおりますので、その後入居の条件が整った中で入居募集とい

うことを進めたいなというふうに思っております。そのことにつきましては、備品、調度

品等の整備があらあら決まった段階でこういう住宅ですという分をお示しできるのかな

と。とはいっても、いろんな宣伝の仕方があるのではないかと。わかっている範囲から順

次お出しするのもＰＲかなというようなご指摘かなと思いますので、この辺につきまして

は北海道の補助金を扱う事業でございますので、北海道とも検定内であってもそういうこ

とができるかどうかも確認させていただいた中で、もし可能であればいろんな方法を考え

ていきたいなと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 医療対策費の医師住宅改修工事について私のほうから説明をさせて

いただきます。 

 改修工事の基本的な考え方ということでございますが、医師住宅につきましては昭和

59年９月に新築されております。構造的には鉄筋コンクリート造、陸屋根、２階建てとい

うことで、床面積等については延べ床面積137.29平米、坪換算で41.6坪ございます。この

建物につきまして今回改修工事を行っていくわけでございますが、鉄筋コンクリート造の

本体そのものにつきましては耐用年数47年ございますので、主体構造部、躯体となります

構造部につきましてはまだまだしっかりしているものでございます。ただ、使用に際しま

して建具、あるいは床材、クロス等々老朽化してきているというところもございますので、

今回台所、システムキッチン等々、榊原先生におかれましては過日浦幌に戻られたときに

内部を見ていただいて、先生のご要望もお聞きしながら、そして現状直すべきところは直

してということで今回の工事内容となっております。 

 以上で説明終わります。 

〇田村議長 町民課長。 

〇大山町民課長 では、私のほうから乳幼児医療の関係で４点目に質問ありましたことに

ついてお答えをさせていただきたいと思います。 

 今年度から中学生まで医療費の無料化をするということで、町のまちづくり計画の中で

もうたいながら重点施策項目の一つとして４月からスタートしてございます。昨年という

か、今年の３月までは乳幼児については無料でした。小学生については、入院については

無料と、対応できると、食事代とか除きますけれども、中学生については対象外というこ

とでございました。今年になりましてからいろいろＰＲをさせてもらいながら進めてきた

わけでございますが、その中で乳幼児についてはほとんど変わりはありません。ただ、小

学生、中学生の見積もり方がご指摘のあったように甘かったのかなというふうに考えてご

ざいます。ましてや、今年度初めてという中身で、うちのほうも模索をしながら予算を設

定しましたけれども、それ以上今全体としては上回ってきていると。先ほど言いましたよ
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うに、病気をする人が多いとかということではなくて、通常にやっぱり今まで補助の対象

になっていなかった人方がふえてきているということでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。 

 まず、不動産の部分につきましても内容的にわかりました。今のこの状況見ますと、購

入した金額がそのままの金額で売買をされるということなのだろうというふうに思います

し、この辺は先ほども説明のありましたように畜産振興ということでもありますからよろ

しいと思います。また、その後の残りの５番地のほうについても６万円ほどということで

あるならば、これはやむを得ないでしょうし、当然町としても排水の関係で必要な土地と

いう説明でございましたので、これについては了解、わかりました。 

 それで、あと定住、移住でございますけれども、今説明がありましたように、いろいろ

ＰＲをしていく上で検定が通る前にＰＲしていいものかどうかは道のほうと検討するとい

うお話でしたので、ぜひ、それに問題があるというふうにちょっと私は認識していなかっ

たものですから、ただ補助金をもらうということはいろんな制約が絡んできますから、今

建てるものに対してもＰＲするのにそんなに制約が要るのかなという気がいたしますけれ

ども、ぜひこの部分につきましては早急に検討いただいて、ただ、今の予定ですと、いろ

いろ町民に公開すると実際に入居、すぐ希望者がいて入られても来年の４月１日以降とい

うような、そういったことで町も考えて、４月ということであるならば、１カ月、２カ月

あけてもということで年明けぐらいからはＰＲしていかなければならないかなというよう

な考えだったのかなというような気持ちでいます。ただ、先般も言いましたけれども、せ

っかく例えば東京浦幌会だとか、札幌会だとか、帯広会とか、いろんなところもあります

し、やっぱりそういうところにはできるだけ行ったら実際にパンフレットをお見せすると

いうようなことは本当に効果が上がると思いますから、そういう制約があるのであればや

むを得ませんけれども、できればそういうものは早目、早目に確認をしていただいて、そ

ういう折に町長みずからがこういうのあるよというような形でトップセールスをしていた

だければ、より一層効果が上がるのではないかというふうに思いますので、この辺もぜひ

お願いをしておきたいなというふうな気がいたします。 

 また、医師住宅につきましても、今の説明ですと、町がというよりも榊原先生に実際に

家を見ていただいて、先生の希望をより多く踏まえてということで、実際それだけの先生

の希望を聞いたときに870万かかるのだよということは多分先生には言っていないと思う

のです、これは。しかし、実際にかかるわけですから、本当に先生には腰を据えていてい

ただける、やっぱりこれを通すということはそれだけ町民の期待が大きいのだということ

でしょうし、本当にあの先生には改めてよろしくお願いを申し上げていただきたいという

ふうにも思いますし、そういったことで、あと鉄骨ですから耐用年数はまだまだだという

ことですけれども、確認ですけれども、骨組みは耐用年数47年と言いましたか、まだまだ
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あるのでしょうけれども、ただそのほかの外部の部分がとりあえず今これをやったけれど

も、後でまたこの部分もちょっと危ないよと、例えば屋根もまだちょっと危ないのだとか、

そういうような部分でまだまだかかってくる要素はないのかなということです。そこが心

配なのです、やっぱり。ですから、その部分再度確認しておきたいと思います。 

 また、医療費の部分につきましても、今の説明では、当然初めてのことですから、ある

程度は見込んでも、これもわかります。ただ、ふえても特別何か病気がふえたということ

ではなく、単純に見積もりがやっぱり甘かった、しかしそれもある程度やむを得ないとこ

ろなのかなと。ただ、だからといって今この施策を打ち切るわけにはいきませんし、やっ

ぱりこういう部分での町の対策としては十分やっていかなければならないでしょうから、

この部分については私は今回もこうやって補正で上がってきていますけれども、今後もや

っぱりこれは浦幌の一つの特色、大きなまちづくりの特色として大いに進めていただきた

いということを切にお願いいたします。 

 そんなことで、最後もう一回住宅の部分の今後のお金のかかり方の部分について、この

１点再質問させてもらいます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 このたびの改修工事につきましては、冬期施工ということもござい

ます。先生が現実に来年の４月に着任されて、雪が解けてから外回りの車庫兼物置、ある

いは玄関回りのアスファルト舗装等々、先生がお住まいになってから直すところ出てくる

可能性がございます。今回は住宅の内部でございます。現在雨漏り、サンルーム等々の雨

漏り等のコーキング工事、そういったものは今回行いますけれども、現実には冬期施工と

いうことで外回りできませんので、現実に先生が着任したときに先生のご意向もお聞きし

ながら進めたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 そうしますと、これで終わるということはまずないですね。外構の外回りの

舗装だとか、それは今工事ができないだけであって、かかることはもう明らかということ

ですよね。だから、その辺も含めると1,000万は優に超えますよね、そうすると。だから、

そこら辺を踏まえると、本当に建てかえたほうがいいのではないかなというぐらいの金額

になってくるのではないか。ただ、場所的にはやっぱり病院の近くという、そういう制約

もありますから、今のところということになるのでしょうけれども、今までも先生が入ら

れるたびにそれなりのお金をかけてこられていると思うのです。今回、今までずっと我慢

していて一気にきているわけではないですから、この辺の判断というのは難しいのでしょ

うけれども、今もう明らかにかかるということになったときに、どうなのですか、これ。

そうすると、あらあらでも私は数字見えてくるような気がするのですけれども、どうなの

ですか。概算ででもこの870万から最低でもやっぱりこのぐらいいくという数字はつかんで
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いないのでしょうか。ただ、今から建て直すといっても４月に先生来てしまいますから、

やっぱりこうせざるを得ないのかなという気もしますけれども、ここら辺どうなのでしょ

う。全く違うところにやるとか、何か考えないと、今後、今かけてまた、また、またとい

う、これなのです、一番心配するのは。少なくとも今は中だけだから、外構的にこれだけ

かかるという部分はある程度押さえているのかなと思いますけれども、そこら辺の心配を

対応していかないといつまでも、今回かけたからまた、また、またというような形になる

のではないかなという心配が私はすごくあるのですけれども、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 今後の外構関係については、今特に車庫があるのですけれども、それで先

生が今度車をお持ちになってくると思うのですけれども、どういう車なのか、それもちょ

っとまだわからないという中で、車庫については建物と別になっていますので、別棟にな

っていますので、それについては先生が来た時点で必要かどうか確認しながらやらなけれ

ばいけないのかなというふうに思っています。外構の関係については、まだ十分打ち合わ

せしておりませんので、金額はあれですけれども、ただ舗装等の関係についても先生が本

当にそれ必要なのかどうかというふうなことになると、その辺もちょっとまだ協議十分し

ていませんので、そこら辺の金額についてはじいておりません。ただ、建物総体の状況で

いいますと、鉄筋コンクリートのＲＣづくりということで木造よりも耐用年数が長いとい

うことでありますので、それを建て直すということよりも今ある建物を改修しながら使っ

たほうがいいのではないかという判断の中で今改修工事を進めているということでござい

まして、今870万補正させていただきますけれども、恐らく家の内部については大体これで

終わりかなというふうに感じておりまして、あとは外構ということで、それについては先

生がこちらに来られた時点で話し合いながら決めていきたいなというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 地域情報通信基盤整備推進事業について、説明資料23ページでありますが、

この件について１件、また関連してもう一件の質問をしたいと思います。 

 直別地域の対応ということでフェーディングという表示をされておりますが、このこと

については当然住民が難視聴地帯ということで対応はしていただくべきだと思っておりま

す。ただ、先般、７月の24日ですか、地デジ放送開始されるまでの間に前年度事業として

10億超す予算の事業、光ファイバー敷設事業、再送信施設含めてやったばかりであります。

その10億が１億残してほぼ町の負担、ほんの少しの負担でこの事業が終わったばかりです。

どうしてこの中でこのことを把握してできなかったのかなと。今提案見ますと、交付金が

3,375万何がし、また起債680万、こういうことで新たにこの対応をどうしてしなければな

らないのか。どうしてしなければならないというのは、やっていただきたいのだけれども、
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なぜこの補助事業の中でやってこれなかったのか。後からわかった。当初から行政のほう

は検査機関、調査機関に行政が依頼したりできないから個人で調査してください、調査申

し込みしてください、こういうことでありました。結果的には、こういう事態が現に起き

ている。この事業の提案そのものは、やっていただかなければ住民が見れないのですから、

当然なのですが、この取り組みについて非常に残念に思います。この辺の経過、５年間の

間でまた交付金もらってやるということですが、いかにも起債680万、腑に落ちないなとい

う気がいたします。 

 もう一点、テレビ放送に関してご承知のように後発事業でありますが、10月からですか、

テレビ北海道というのですか、ＴＶｈの放送が十勝のチャンネルでいえば、セッティング

によりますが、７チャンネルで見れるようになった、しかしこのことについて町内で広い

範囲で見れないという事態は町のほうも広報に一部載せておりますから把握はできている

のだと思います。このことについて上浦幌も見れない地帯が当然ある、厚内地区はこのこ

とで解消、アンテナが帯広からの部分受信するようになれば解消されるのだと思うのです

が、町内において難視聴地帯がアンテナ役場のほう向けたおかげで帯広と反対になって今

言ったＴＶｈが受信できない状況になっているのです。この状況をどのぐらい把握されて

いるか。既に個人で今までの従来放送が動いていないからと役場のほう向けたけれども、

ＴＶｈが見れないために多少見え悪くても自費でもう一回帯広向けたよ、現にいるのです、

そういう人が。この辺の対応について、町はどんなふうに後の対応考えているのか。正直

申し上げますと、自分で我慢できないから、人が見れるのに見えないのおもしろくないと、

もう一回帯広のほう向けたよと、従来放送は当然受信状況悪いのです。でも、子ども番組

多いとか、専門番組多いですから、それが見たいから向けたという人が現にいるのです。

ですから、この辺の対応状況、全体状況まだ把握できていないかもしれません。しかし、

こういう状況はわかっていると思うのです、町も。ですから、この２点について説明求め

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問について説明をさせていただきたいと思い

ます。 

 まず、１点は、本補正予算にかかわりまして直別地区がなぜこの時期になるのかという

質問の内容かなというふうに思います。確かに情報通信基盤整備推進交付金事業によって

今年の３月まで22年度事業と、繰り越し事業でございますけれども、事業を行って、それ

が完了し、そして７月24日からのアナログ放送完全停波、地デジの移行に間に合わすべく

進めてきた経過ございます。直別地区におきましては、この中で説明書に触れております

けれども、現在暫定衛星対象地域というふうなことでなっております。このことにつきま

しては、本年の３月の下旬にいわゆるここで言っています暫定衛星対策地域、ホワイトリ

ストという言葉で国のほうで呼んでいるわけでありますけれども、新たな難視地域という
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ことでその指定がされたと。といいますのは、浦幌町だけではなく全国的に当初の難視聴

対策の地域なり、電波調査なりの中で把握をしていたのがまた改めて新たなところが出て

きたと。このことにつきましては、説明書にありますとおり、予期しない電波変動の影響

によって出てきたと思われる部分があるというふうに言われております。その関係で国の

交付金事業に間に合わなかったところが確かに全国的にもありまして、このことにつきま

しては暫定措置ですけれども、衛星放送による地デジを見れるようにするということで、

その器具については無償貸与で行っているというのが全国的にありまして、これが直別地

区のところもホワイトリストの地区になって全戸がなっている状況であります。事業のほ

ぼ完了時点の中での新たな難視ということが出てきたものですから、この事業には盛り込

むことが間に合わなかったというのが実態でございます。とはいいましても、やはり衛星

対策地域、ホワイトリスト地域でございますので、また暫定５年というふうなこと決まっ

ておりますので、何とか地デジの対策をやはり施したいということで総務省の管轄であり

ます北海道総合通信局ともいろいろご相談させていただいた中で、新たな難視聴対策とし

て辺地共聴施設の補助事業が対応になるということがわかりましたので、今般補正の中で

対応させていただきたいということで、また補助事業でございますので、国庫補助金を財

源としてその整備を進めていきたいというような考えで至ったということでご理解いただ

きたいと思います。 

 また、ＴＶｈ放送、ＴＶｈにつきましては本年の10月のたしか24日から十勝地区におい

ては試験電波、あくまで試験電波ですけれども、その電波を発射するということで、報道

とインターネット含めましてそれが周知をされております。ただ、このことにつきまして

も詳細にわたる電波が届くところということは一切こちらまで、現在も届いておりません

けれども、届いておりません。一体全体どこまでが果たして細かなところまで届くのかと

いうのがわからない状況でありました。ただ、そういっても現在の把握している中では、

上浦幌地区において数十戸の世帯が地デジの対策を施さなくても足寄、本別の中継局から

の電波を受けることによって地デジも見れるというところがあります。ただ、そこのとこ

ろは、本別も足寄についてもＴＶｈさんは現在のところその整備を図るという考えは持っ

ていないと。といいますのは、足寄、本別についてもその電波が届いていない状況であり

ます。その中継局の整備を考えていないということでございますので、今のところ町とし

てもその打つ手がないというのが現状でございます。また、この直別の今回の辺地共聴施

設による補助事業につきましては、国の補助事業の考え方といたしましては現在あるアナ

ログ放送がデジタルに移行するものを対応するという考えでございますので、新たに追加

となってきた地デジの放送については補助事業の中にはメニューが盛り込まれておりませ

んので、直別地区につきましても６放送局、ＮＨＫ２局と民放４局と、この現在の６局の

中と同じ形での整備ということの内容になっております。また、浦幌市街地区におきまし

て、今年度４月以降の中で完全停派までの間にアンテナを帯広方面に向けていた方が１チ

ャンネルでも受信状況がよくないというところにつきましては、役場庁舎の屋上にござい
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ますギャップフィラーというアンテナのほうに向きを変えるとその受信が可能になるとい

うことで、その受信状況がよくない方についてはご連絡をいただければこちらのほうでそ

のアンテナの向き以外のことを行いますというふうなことで周知をさせていただいて、申

し込みを受け付けたという経過がございます。詳細のことは、ちょっと資料持ってきてお

りませんので、申しわけございませんけれども、500件ほどあったのかなというふうにとら

えておりますけれども、これはあくまで受信状況が悪いところ、民放４局とＮＨＫ２局と

合わせて６局の受信状況が悪い方について、こちらのほうに向ける作業についてはこちら

で負担しますということで周知をしたものですから、恐らくはそれを帯広方面に向けても

ＴＶｈが見れたとしてもほかのところが見れないのではないかなというふうにはとらえて

はいるところでございますけれども、ただ詳細にわたっては把握するすべがございません

ので、今のところはなかなか把握はできていないという状況でございます。 

 いずれにいたしましても、ＴＶｈ放送の対応といたしましては上浦幌の地区の数十戸の

世帯がやはりどうしても対応が町としてはできない、できないといいますか、仮に光ファ

イバーケーブルをつないだといたしましても相当なやはり金額がかかるというようなこと

になろうかと思います。ＴＶｈさん自体は、地元自治体が中継局の整備をすれば放送配信

はするというようなことで言われておりますけれども、現在のところ本別、足寄につきま

しては両町ともその考えは示してきておりませんので、町としてもその分は現在のところ

考え的には厳しいかなと思っているところでございます。いずれにしても、これからの大

きな課題かなというふうにはとらえているところでございますけれども、ご理解をいただ

きたいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 前段の直別地区の問題ですが、先ほども申し上げましたように、当初事業で

把握できていればなと、こういう680万もの起債しないで済んだかどうかわかりませんが、

どうしても私が腑に落ちないのは本放送が始まってからようやくこのフェーディングです

か、が発覚したのか、それまで住民の方、地域の方が割と気がつかないで入るのだろうと

思って対応したら、実際放送になったけれども、入らなかったと、それ以前に放送は試験

電波というか、見れる状況にはあったわけですから、どうしてこういうこと起きたのだろ

うと、私は非常にそこのところ疑問に思うのです。調査した経緯があるのかどうか、ちょ

っと伺いたいと思います。 

 それから、この点については実際見えないのですからやってもらわなければしようがな

いというふうに思いますけれども、後段のほうのＴＶｈのほうの関係ですけれども、この

ことも交信局ですから実際に７月24日以降に放送始まったということで対応すれといって

も無理な面ありますが、今説明ありましたように、その辺のことを例えば上浦幌地区につ

いては足寄、本別のほうで対応しない限り問題解決しませんということは広報に載ってい

たと思うのです。しかし、見ていない人がいっぱいいるのです。ですから、きちっとその
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辺の状況、それから後で説明のあった対応できる範囲、申し込みですか、申し込み受けて

対応したところもあるということですから、その辺の事情が全然わかっていない方がいっ

ぱいいるのです。ですから、対応できることはもう少しわかるように、広報の中でなくて

折り込みのような形でわかるようにしてできる対応をしていただきたい。今すぐそのこと

を解決すれと言ったって、今お金の話ししていますけれども、ちょっと無理だろうと。か

なりのお金がかかるのでないかというような予想は当然できますし、ただその辺の町の対

応がどういう状態でできるのかできないのか、上浦幌市街地区について。その辺のことも

再度改めてきちっと折り込みなり、改めて広報なり、なるべく住民にわかりやすい周知で

きる方法で徹底しないと、住民は町が何とかなると言うのならもう少し待とうかな、これ

現実なのです。そう言っているのです。ですから、そういう対応をきっちり行政として、

先ほど説明あった役場のほうで対応できる範疇はここまでだと、あとの見通しはない、あ

る、その辺含めてきちっと住民に周知徹底すべきだというふうに思います。再度答弁求め

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問についてご説明させていただきたいと思い

ます。 

 最初に、この地デジにかかわって、あわせてインターネット、いわゆる高速ブロードバ

ンドの整備ということで、その光ファイバーケーブルの対象になる方の把握というか、そ

ういう部分については、これもそれぞれ議会にもご説明をさせていただいたとおりでござ

いますけれども、対象となる世帯の方、対象とならない世帯の方それぞれにご通知を申し

上げて、果たして受信状況どうでしょうかということのご連絡もさせていただいてきて、

事業を進めてきております。その時点の中では、直別地区については釧路の方面の電波を

受けて不便なく受信されていたのではないかということで、電波の状況が悪いということ

でのご返事がなかったのは事実でございます。その後フェーディング等の中で、新たな難

視ということで釧路の放送もなかなか見づらくなったというチャンネルも出てきたという

部分がわかった経過としてなっております。この事業によって、改めて帯広の放送の部分

として放送も再送としてできるのかなというようなことで進めたく思っているところでご

ざいます。 

 また、ＴＶｈにつきましても、ご指摘のとおり、なかなか広報にお出ししてもわかりづ

らいというふうなご指摘もあろうかと思います。何かの折り込み、広報も含めた折り込み

の中で町としての今の現状の部分の周知についても図りたいなと思っております。あくま

で現在のところ町の整備した地デジにかかわる光ファイバーケーブルに関係する事業の整

備したものについては、ＴＶｈを受信できる器具、装置はついておりませんので、改めて

ＴＶｈを見れるような状況にするためには新たな整備が必要だということも含めて周知を

図ってまいりたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 
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〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第59号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。 

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩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」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時４１分  休憩 

午後 ２時５７分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けます。 

 

    ◎日程第１３ 議案第６０号 

〇田村議長 日程第13、議案第60号 平成23年度浦幌町町有林野特別会計補正予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 21ページをごらん願います。議案第60号 平成23年度浦幌町町有林野特

別会計補正予算。 

 平成23年度浦幌町の町有林野特別会計補正予算（第３回）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「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成23年12月５日提出、浦幌町長。 

 22ページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正は説明を省略させていただきま

す。 
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 23ページをごらん願います。歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括は説明を省略さ

せていただきます。 

 24ページをごらん願います。２、歳入、２款財産収入、２項財産売払収入、１目不動産

売払収入88万4,000円を追加し、2,609万2,000円、１節立木売払収入は落札金額の確定によ

り88万4,000円を追加するものでございます。 

 ３款繰入金、２項１目基金繰入金88万4,000円を減じ、578万4,000円、立木売払収入の確

定により基金繰入金を88万4,000円を更正減するものでございます。 

 以上で補正予算の説明を終わらせていただきますので、よろしくご審議願います。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第60号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１４ 議案第６１号 

〇田村議長 日程第14、議案第61号 平成23年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 25ページをお開き願いたいと思います。議案第61号 平成23年度浦幌町

後期高齢者医療特別会計補正予算。 

 平成23年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）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12万2,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ7,061万2,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の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「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成23年12月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略させてい
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ただきます。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括についても省略させていただきます。 

 次のページをお開き願います。２、歳入、２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会

計繰入金12万2,000円を追加し、2,913万3,000円、１節事務費繰入金、広域連合事務費繰入

金の36万4,000円の更正減でございます。２節保険基盤安定繰入金、保険基盤安定繰入金の

48万6,000円の追加でございます。これにつきましては、そのうち36万5,000円が道負担で

ございます。 

 ３、歳出、２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金12万2,000円を追加し、6,443万

5,000円、19節負担金、補助及び交付金、広域連合に対します納付金の12万2,000円の追加

でございます。 

 本補正予算につきましては、23年度の広域連合に係ります納付金の共通経費等の確定に

伴います補正内容でございます。内容につきましては、議案説明資料40ページに記載のと

おりでございますので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第61号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１５ 議案第６２号 

〇田村議長 日程第15、議案第62号 平成23年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 議案第62号 平成23年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算。 

 平成23年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計補正予算（第３回）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117万8,000円を追加し、歳入歳出の総
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額を歳入歳出それぞれ２億6,035万7,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の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「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成23年12月５日提出、浦幌町長。 

 第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 次のページ、歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましても省略させていた

だきます。 

 32ページをごらん願います。２、歳入、１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金117万8,000円を追加し、１億197万4,000円、１節一般会計繰入金117万8,000円の追

加でございます。 

 ３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費117万8,000円を追加し、4,552万4,000円、

11節需用費117万8,000円の追加でございます。 

 内容につきましては、説明資料41ページに記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第62号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１６ 議案第６３号 

〇田村議長 日程第16、議案第63号 平成23年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 33ページをごらんください。議案第63号 平成23年度浦幌町簡易水道特

別会計補正予算。 

 平成23年度浦幌町の簡易水道特別会計補正予算（第２回）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225万円を追加し、歳入歳出の総額を歳
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入歳出それぞれ４億3,939万6,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の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「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成23年12月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 次のページの歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括についても省略させていただき

ます。 

 次のページをお開きください。本補正につきましては、工事負担金及び一般会計繰入金

の追加補正並びに浄水場の修繕料等の追加補正をするものでございます。内容といたしま

しては、説明資料42ページに記載してございます。 

 ２、歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目簡易水道費負担金55万円を追加し、

723万円、１節工事負担金55万円追加、一般会計からの工事負担金の追加でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金170万円を追加し、１億1,045万円、

１節一般会計繰入金170万円の追加、一般会計からの繰入金の追加でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、２目施設管理費170万円を追加し、6,196万円、

11節需用費140万円の追加、施設管理修繕料140万円の追加、浦幌浄水場の水処理薬品設備

とフロキュレーターの故障に係る修繕料でございます。14節使用料及び賃借料30万円の追

加、機械借り上げ料30万円の追加、浦幌浄水場ほか各取水口の土砂除去作業に係る機械借

り上げ料でございます。 

 ２款１項事業費、１目給水事業費55万円を追加し、２億104万1,000円、15節工事請負費

55万円の追加、材木町の消火栓撤去に係る工事請負費の追加でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第63号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１７ 諮問第２号 

〇田村議長 日程第17、諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること
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についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて。 

 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の

規定により、議会の意見を求める。 

 平成23年12月５日提出、浦幌町長。 

 記、氏名、飯居暢、昭和13年２月15日生まれ、73歳でございます。 

 飯居暢氏につきましては、人格、識見高く、広く社会の実情に通じておりまして、人権

擁護委員としての理解のある方であり、人権擁護委員の候補者として適格でありますので、

引き続き推薦させていただくものであります。 

 人権擁護委員の任期につきましては、平成24年４月１日から平成27年３月31日の３年間

となっております。 

 なお、飯居氏につきましては、平成９年２月１日から人権擁護委員をご委嘱申し上げ、

現在５期目でありますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 ただいま議題となっております諮問第２号は、飯居暢氏を人権擁護委員候補者として推

薦したいと意見を求めるものであります。 

 これより質疑、討論を省略し、採決いたします。 

 飯居暢氏を人権擁護委員候補者として適任であるとすることについて賛成の方は起立願

います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦についての件は、飯居暢氏を適任であ

るとすることに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１８ 選挙第６号 

〇田村議長 日程第18、選挙第６号 浦幌町選挙管理委員及び補充員の選挙を行います。 

 浦幌町選挙管理委員及び補充員は、平成23年12月22日をもって任期満了となるので、地

方自治法第182条第１項及び第２項の規定により行うものです。 

 お諮りをいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定による指

名推選により行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選により行うことに決定をいたしました。 

 お諮りをいたします。指名の方法については、議長において指名することとしたいと思
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いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決定をいたしました。 

 選挙管理委員には、浦幌町字厚内２条通３丁目12番地、船山辰夫さん、浦幌町字養老136番

地２、安藤晃夫さん、浦幌町字富川152番地４、廣川利明さん、浦幌町字宝町53番地77、杉

江れい子さん、以上４名の方を指名いたします。 

 お諮りをいたします。ただいま指名した４名の方を浦幌町選挙管理委員の当選人と定め

ることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名した船山辰夫さん、安藤晃夫さん、廣川利明さん、杉江れい子さ

ん、以上４名の方が浦幌町選挙管理委員に当選をされました。 

 次に、補充員を指名いたします。補充員には、浦幌町字南町６番地８、小山妙子さん、

浦幌町字下浦幌東５線南47番地11、鳴海孝次さん、浦幌町字下浦幌東４線南83番地10、小

山内寛昌さん、浦幌町字栄町25番地１、廣瀬祐子さん、以上４名の方を指名いたします。 

 お諮りをいたします。ただいま指名した４名の方を浦幌町選挙管理委員補充員の当選人

と定めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名した小山妙子さん、鳴海孝次さん、小山内寛昌さん、廣瀬祐子さ

ん、以上４名の方が浦幌町選挙管理委員補充員に当選されました。 

 次に、補充員の順序についてお諮りをいたします。補充員の順序は、ただいま申し上げ

た順序によることで決定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」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、補充員の順序はただいま申し上げた順序に決定をいたしました。 

 

    ◎休会の議決 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 お諮りをいたします。あす６日から12月10日までの５日間、議事の都合により休会した

いと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、あす６日から12月10日までの５日間は、休会することに決定をいたしました。 

 再開は、12月11日午後１時30分といたします。 
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    ◎散会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 ３時１９分 


