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平成２７年第４回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

平成２７年１２月７日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 ２時２７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 議案第７８号 浦幌町第３期まちづくり計画の一部変更について 

 日程第 ８ 議案第８０号 浦幌町個人番号の利用に関する条例の制定について 

 日程第 ９ 議案第８１号 浦幌町町有住宅使用管理条例の一部改正について 

 日程第１０ 議案第８２号 浦幌町税条例等の一部を改正する条例の一部改正について 

 日程第１１ 議案第８３号 浦幌町国民健康保険税条例の一部改正について 

 日程第１２ 議案第８４号 浦幌町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例の一 

              部改正について 

 日程第１３ 議案第８５号 浦幌町介護保険条例の一部改正について 

 日程第１４ 議案第８６号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について 

 日程第１５ 議案第８７号 東十勝消防事務組合の解散に伴う財産処分について 

 日程第１６ 議案第８８号 平成２７年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第１７ 議案第８９号 平成２７年度浦幌町町有林野特別会計補正予算 

 日程第１８ 議案第９０号 平成２７年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算 

 日程第１９ 議案第９１号 平成２７年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第２０ 議案第９２号 平成２７年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算 

 日程第２１ 議案第９３号 平成２７年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 日程第２２ 選挙第 ７号 浦幌町選挙管理委員及び補充員の選挙 

 

〇出席議員（１０名） 

    ２番  澤  口  敏  晴     ３番  差  間  正  樹 

    ４番  安  藤  忠  司     ５番  二  瓶     隆 

    ６番  福  原  仁  子     ７番  杉  江     博 

    ８番  河  内  富  喜     ９番  阿  部     優 
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   １０番  森     秀  幸    １１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   鈴  木  宏  昌 

 

    町 部 局 

     総 務 課 長   大  山  則  幸 

     総 務 課 参 事   朝  倉     智 

     ま ち づ く り 政 策 課 長   山  本  輝  男 

          町 民 課 長      泉        初 

     保健福祉課長   熊  谷  晴  裕 

          産 業 課 長      岡  崎  史  彦 

     施 設 課 長   小  川  博  也 

     上浦幌支所長   横  田  孝  志 

     会 計 管 理 者   佐  藤  勇  人 

          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   鈴  木     広 

 

    農業委員会 

     会    長   小  川  博  幸 

          事 務 局 長      前  田     勇 

 

    監 査 委 員 

     代表監査委員   神  谷  敏  昭 

 

〇出席議会事務局職員 

     局    長   新  川  寿  雄 

     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10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27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 これより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。 

 河内委員長。 

〇河内議会運営委員長 議会運営委員長報告をいたします。 

 平成27年第４回浦幌町議会定例会の開催について、去る11月30日午前９時より議会運営

委員会を開催し、委員全員及び正副議長出席のもと、提出される議案について理事者より

説明を受け、日程及び運営について協議をいたしましたので、報告いたします。 

 本定例会は、継続議案１件、一般議案８件、平成27年度一般会計及び特別会計補正予算

６件が提案されております。議会提出は、選挙１件、発委等であります。以上の内容を踏

まえ、会期は本日12月７日から12月14日までの８日間でお願いいたします。 

 また、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、継続議案第78号１件、一般議案80号

から87号まで８件、補正予算88号から93号まで６件、選挙第７号１件であります。 

 次に、一般質問の通告期限は、あす８日正午までとなっておりますが、今定例会は年に

１回の日曜議会を理事者、職員のご理解をいただき、13日日曜日午後に一般質問を予定し

ておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上、議会運営委員会の協議結果であります。議員各位のご協賛賜りますようお願いを

申し上げて、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 

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125条の規定により、４番、安藤忠司議員、５番、

二瓶隆議員を指名いたします。 
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    ◎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14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14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。 

〇新川議会事務局長 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27年11月24日付で町長並びに教育委員会委員長、

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27年11月25日から平成27年12月６日までの議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、ごらんおきを願います。 

 なお、監査委員から提出のあった平成27年８月分から10月分の例月出納検査報告書及び

平成27年度随時監査報告書につきましては、事前に配付しておりますので、ご承知おき願

います。 

 以上で報告を終わります。 

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、阿部委員長。 

〇阿部総務文教厚生常任委員長 行政報告書、総務文教厚生常任委員会。 

 本委員会に付託されまし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。 

 Ⅰ、調査事件、優良町行政視察、広尾町でございます。自主防災組織と防災体制につい

て。 

 Ⅱ、調査実施期日については、記載のとおりであります。 

 Ⅲ、調査の経過と結果については、全文の朗読を省略し、要旨を述べますが、詳細につ

いては配付させていただいた報告書をごらんください。今回の調査は、行政視察に関する

基準に基づき10月14日に事前研修、10月30日の事後研修を合わせ３回の委員会を開催し、

調査を行いました。10月26日午前10時より広尾町において、音調津地区の避難施設などを

視察後、役場にて自主防災組織と防災体制がどのように取り組まれているかを企画課職員



- 5 - 
 

の説明を受け、質疑を行いました。 

 広尾町では、平成14年から自主防災組織と防災体制整備に取り組んでおり、平成27年４

月末現在、17町内会、1,309世帯、2,811人、組織率36.7％となっています。 

 自主防災組織は、地域住民が自主的に連携し、町内会単位か小学校単位で組織されるも

のであり、阪神・淡路大震災では瓦れきの下から救出された約８割が家族や近所住民によ

り救出された共助でありました。このような大規模な災害が発生したときは、防災関係機

関だけでは十分に対応できない可能性があり、被害の軽減には自分の身は自分で守る自助

とともに、ふだんから顔を合わせている地域の人々が集まってお互いに協力し、防災活動

に積極的に取り組む共助が大変重要で、共助を伴う自主防災組織の必要性が高まっており

ます。 

 広尾町音調津地区避難所の概要については、標高より２段階の避難場所となっており、

避難施設、避難階段、定置番屋防災物品保管庫、資機材倉庫を設置。 

 組織の主な活動内容は、次の６区分に組織されており、区分ごとに平常時と災害時の具

体的な活動が示されております。 

 Ⅳ、自主防災組織設立の準備、Ⅴ、自主防災組織の育成等に関する計画、Ⅵ、自主防災

組織育成交付金交付要綱、Ⅶ、総合防災訓練実施要綱、Ⅷ、防災、災害時の通信手段など

の各項目については記載のとおりでございますので、お目通しください。 

 広尾町においては、早くから自主防災組織がつくられており、組織率の高さは住民意識

の高さと行政の努力の成果であり、訓練の成果、防災体制の確立に寄与するものでありま

す。さらに、地域防災活動には地域で存在感の高い地元消防団とのかかわり、女性の参画

促進と女性リーダーの育成は欠かせない重視事項であり、交付金要綱も整備され、組織の

立ち上げにも行政からの積極的な投げかけはせず、町内会などの自主性に任せることで組

織化や活動計画での経済的支援体制が明確になることで取り組みやすいと感じられまし

た。 

 浦幌町では、平成27年９月現在、自主防災組織の設置が２行政区、実質的防災活動を６

行政区が実施し、その他関連活動を２行政区で行っている状況であり、まだ20％弱で十分

と言える設置状態ではありません。 

 今回の行政視察については、本町の防災整備体制にとって大変参考となりました。 

 以上、総務文教厚生常任委員会の行政視察報告といたします。 

〇田村議長 次に、産業建設常任委員会、二瓶委員長。 

〇二瓶産業建設常任委員長 委員会調査報告書。 

 本委員会に付託されまし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。 

 １、調査事件、優良町行政視察、上士幌町。飼料の効率、安定的な供給などの酪農振興。 

 ２、調査実施期日につきましては、記載のとおりでございます。 

 ３、調査の経過と結果につきましては、全文の朗読を省略し、要旨のみを報告させてい
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ただきます。今回の調査は、行政視察に関する基準に基づき、10月14日事前研修を行い、

11月12日の事後研修を合わせ３回の委員会を開催し、調査を行いました。11月10日午前10時

よりＪＡ上士幌町ＴＭＲセンター会議室において、ＴＭＲセンターの概要についてＪＡ上

士幌町の営農振興部長に説明を受け、質疑を含め約２時間の研修視察を実施いたしました。 

 上士幌町でも本町と同様に酪農業従事者の高齢化が進み、後継者不足の農家も増加し、

大変深刻な状況である中、一方で規模拡大が進み生乳の生産拡大が求められるとともに、

さらに家族による酪農経営のため、労働負担の軽減を図ることが急務とされています。そ

の状況を踏まえ、平成22年４月、ＴＭＲセンター検討委員会を発足させ、平成23年９月、

酪農家19戸で運営協議会を立ち上げ、平成24年10月よりＴＭＲセンターが稼働となりまし

た。現在は、構成員15戸で運営されています。 

 飼養頭数及び土地、面積は記載のとおりで、収穫作業についてはコントラ事業で行って

おり、また飼料の各戸配送については地元の運送会社に委託しています。 

 ＴＭＲセンター従業員は、事務員２名、飼料製造員５名で運営しており、稼働から約３

年となった現在、各酪農家は徐々に安定経営へと向かっております。 

 ４、ＴＭＲセンターの内容についてでありますが、個体乳量の向上を図るため、飼料畑

は構成農家が一元管理し、ＴＭＲセンターで飼料をミキシングして、ばら、圧縮真空こん

包し、各戸まで配送しており、配合成分については農協職員が専門的に分析をしています。 

 飼料メニューとして搾乳牛用については、１日当たりの乳量に合わせて給与日量を３種

類設定しており、乾乳牛用も２種類つくられております。 

 飼料代については、乳量により段階ごとに950円、1,200円、1,300円と設定されており、

乾乳牛用は900円となっています。 

 稼働時においての１頭当たりの平均乳量は、１日当たり27.2キログラムであったが、現

在の平均乳量は33.8キログラムと約24％向上しております。 

 また、労働負担の軽減でありますが、構成酪農家のほとんどが家族労働であるため、飼

料作物の作業については、前述のとおり全てコントラ事業で行っており、ＴＭＲセンター

で生産した飼料を各酪農家が給与するだけとなっています。 

 ５、期待される効果については、次のとおり飼料の効率的で安定的な供給をすることに

より、生産力の向上につながること。また、安定した品質の確保を行うことにより、生産

規模の拡大につながり、さらに酪農経営の延長、後継者の育成、新規就農の推進、耕作放

棄地未然防止など、まさに酪農の持続的な発展と地域の活性化に結びつくものと思われま

す。 

 ６、その他として、飼料畑の賃貸料はデントコーンは反当たり7,000円、草地は反当たり

5,000円となっており、畑作農家にはデントコーンの播種、肥培管理作業に対し反当たり２

万5,000円の支払いを行い、施設管理運営費として各農家より１日分１頭当たり175円を徴

収しています。また、各自の既設バンカーサイロの利活用については、育成牛等の施設利

用や余剰飼料の保管場所として利用している状況であります。 
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 また、ＴＭＲセンターに加入した場合は、５年間はやめることができないこととし、施

設建設費及び機械導入費等については、町と農協が同額の支援をしております。 

 平成24年10月よりＴＭＲセンターが稼働され、飼料代や施設運営費等の経費は要するが、

酪農家の安定経営により、乳量の増加につながり利益が拡大していることは今後の本町の

酪農振興にとって大変参考になりました。 

 以上、産業建設常任委員会の行政視察報告といたします。 

〇田村議長 これで各常任委員会報告を終わります。 

 

    ◎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27年11月25日から平成27年12月６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については、ございません。 

以上で行政報告とさせていただきます。 

〇田村議長 これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第７ 議案第７８号 

〇田村議長 日程第７、議案第78号 浦幌町第３期まちづくり計画の一部変更についてを

議題といたします。 

 本件は、平成27年11月25日開会の第４回町議会臨時会で設置されました浦幌町第３期ま

ちづくり計画審査特別委員会に審査を付託された事件であります。 

 これより委員長の報告を求めます。 

 森委員長。 

〇森浦幌町第３期まちづくり計画審査特別委員長 浦幌町第３期まちづくり計画審査特別

委員会報告をいたします。 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、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。 

 議案第78号 浦幌町第３期まちづくり計画の一部変更については、審査の結果、原案可

決と決定いたしました。 

 平成27年11月25日開催の平成27年第４回浦幌町議会臨時会において本委員会に付託され

ました。 

 同日開催した第１回の委員会において、委員長に私、森秀幸、副委員長に阿部優委員を

互選しました。同日午後から第２回の委員会を招集し、町理事者を初め、関係職員の詳細

なる説明を求めながら、町の最上位計画である浦幌町第３期まちづくり計画の一部変更に
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ついて慎重に審議をいたしました。浦幌町第３期まちづくり計画は、浦幌町の将来像を10年

という長期的展望に見据えた計画書であり、基本構想及び基本計画で定められた目標と施

策の大綱を実現するための主要な施策を示すものであります。基本計画は、現代社会にお

いて目まぐるしく変化する社会情勢に対応するため中間で見直すこととしており、これに

伴い今回基本計画の一部改正が行われたものです。 

 平成23年の地方自治法の一部改正に伴い、市町村の自主性の尊重と創意工夫の発揮を期

待する観点から、基本構想の制作義務が撤廃されましたが、町の総合的かつ計画的な行政

の運営を図るための基本構想は町の最上位計画であり、引き続き計画のもとに行政運営が

なされるべきであります。このことから、議会としましては第１次議会の活性化の中で地

方自治法の一部改正後も引き続きまちづくり計画を策定していくことを町に確認し、計画

の策定及び変更に当たっては議会の決議事件とするため、平成25年４月から施行した議会

基本条例第12条において地方自治法第96条第２項に規定する議決事件の追加として基本構

想及び基本計画を明文化しました。このたびのまちづくり計画の変更に当たっては、町民

の意見を反映するため総合振興計画審議会で協議を進め、パブリックコメントを経て提案

されております。人口減少問題を抱え地方創生として大きな転換期を迎えている今、浦幌

町の将来像を見詰めながら町民の皆さんとともに築いていくための計画として提案された

わけでございます。 

 本特別委員会におきましても、各委員の活発な議論のもと慎重に審議させていただき、

浦幌町第３期まちづくり計画の一部変更については、原案のとおり可決することに決定し

ましたことを報告申し上げ、以上で委員会調査報告といたします。議員各位の協賛を賜り

ますことをお願い申し上げます。 

〇田村議長 報告が終わりましたので、委員長報告に対する質疑を許します。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78号を採決いたします。 

 この議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

 委員長報告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78号は委員長報告のとおり原案可決と決定をいたしました。 

 

    ◎日程第８ 議案第８０号 
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〇田村議長 日程第８、議案第80号 浦幌町個人番号の利用に関する条例の制定について

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書の１ページをごらん願います。議案第80号 浦幌町個人番号の利

用に関する条例の制定について。 

 浦幌町個人番号の利用に関する条例を次のように定める。 

 平成27年12月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町個人番号の利用に関する条例。 

 本条例の制定の説明につきましては、条例の朗読を省略させていただき、説明資料をも

ちまして説明をさせていただきます。説明資料１ページをごらん願います。浦幌町個人番

号の利用に関する条例説明資料。 

 １、制定の趣旨、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律、通称番号法でございますが、の第９条第２項では、地方公共団体の執行機関が社会

保障、地方税または防災分野の事務であって条例で定めるものについては、個人番号を利

用することができる旨を規定しております。この規定に基づきまして、本条例を制定する

ものでございます。 

 ２、条例制定の概要でございます。①でございます。番号法における個人番号等の利用

等に関する規定であります。○ア、法第９条において、個人番号の利用範囲を原則として以

下のとおり規定しております。○ａ、番号法第９条第１項の別表第１には、個人番号を利用

できる機関及び事務について規定しております。○ｂ、番号法第９条第２項では、地方公共

団体が条例で定める事務において利用することを規定してございます。○ｃ、番号法第９条

第３項では、個人番号関係事務実施者がその事務において利用する場合を規定してござい

ます。具体的には、年金、健康保険等の届け出を年金事務所、健康保険組合に対して行う

ことや給与の支払調書を税務署等へ提出することが想定されております。 

 ○イ、法の第19条でございます。法の第19条においては、同条各号に掲げられている場合

を除き、同一地方公共団体内の他の執行機関への特定個人情報を提供する場合には条例が

必要であるということでございます。 

 次、②でございます。条例の制定の必要性についてでありますが、以下の○アから○ウにお

いて個人番号等を利用する場合には、法に基づき条例を制定する必要がございます。○アで

ございます。法別表第１に掲げられていない事務において独自に個人番号を利用する場合。

○イ、同一執行機関内の複数の個人番号利用事務間で個人番号を含む個人情報の授受、庁内

連携でございますが、を行う場合。○ウ、同一地方公共団体の他の執行機関、例えば町長部

局から町教育委員会部局などに特定個人情報を提供する場合でございます。 

 以上の３項目のうち、本町といたしましては○アの独自利用については現段階では法の範

囲内のみの利用として条例について規定するものでありません。○イの庁内連携でございま
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すが、必然的に全地方公共団体が行うことが想定されていることから、本町におきまして

も条例を制定する考えでございます。○ウでございますが、現段階におきましては事例がな

いことから条例の規定をしてございません。 

 ３、制定の内容でございます。第１条、趣旨、法第９条第２項に基づき個人番号の利用

に関し必要な事項を定め、条例委任された事項を定める条例であることを明らかにするも

のでございます。 

 次に、２ページをごらん願います。第２条、定義でございます。この条例で用いられま

す用語の意義を定めてございます。個人番号でございます。住民票コードが記載された住

民票に係る者を識別するために指定されております12桁の番号のことでございます。特定

個人情報でございます。個人番号のほかに氏名、性別、生年月日、住所等の内容を含む情

報のことでございます。個人番号利用事務実施者でございます。個人番号利用事務を処理

する者並びにその事務の全部または一部の委託を受けた者でございます。情報提供ネット

ワークシステムでございます。個人番号に関連づけられた個人情報を関係機関の間でやり

とりするコンピューターネットワークによるシステムのことでございます。法の規定に基

づきまして、総務大臣が設置、管理するものでございます。 

 第３条、町の責務、個人番号は、個人識別性が高いため、法第５条において地方公共団

体の責務が定められていることから、特定個人情報の適正な取り扱いに必要な措置を講ず

ること及び個人番号の利用に関し、国と連携を図りながら自主的かつ主体的に地域の特性

に応じ施策を実施することを規定してございます。 

 第４条でございます。個人番号の利用範囲でございます。第１項は、法第９条第２項か

ら委任された事項である独自利用事務の範囲を明らかにするものでございます。その内容

につきましては、次のとおりでございます。同一執行機関における複数の事務の間で特定

個人情報を庁内連携することにより利用する事務のことでございます。 

 第２項、町の執行機関が別表第２に掲げる事務において同一の執行機関が保有する特定

個人情報を利用することができる旨を効果的に規定するものでございます。このことにつ

きましては、法に規定されている事務を処理するために必要な限度において、庁内連携を

することができる旨を包括的に規定しております。また、ただし書きでは、法の規定によ

り、情報提供ネットワークシステムを使用して個人情報の提供を受けることができる場合

は、利用することができない旨を規定してございます。具体的には、国民健康保険に関す

る事務を処理するに当たり、地方税に関する事務において保有、管理する特定個人情報を

利用する場合などでございます。 

 第５条、委任でございます。この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるもので

ございます。 

 ３、施行期日でございますが、平成28年１月１日から施行するものでございます。 

 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。 
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（「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80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、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第９ 議案第８１号 

〇田村議長 日程第９、議案第81号 浦幌町町有住宅使用管理条例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。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書の３ページをごらん願います。議案第81号 浦幌町町有住宅使用

管理条例の一部改正について。 

 浦幌町町有住宅使用管理条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成27年12月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町町有住宅使用管理条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町町有住宅使用管理条例（昭和30年浦幌町条例第１号）の一部を次のように改正す

る。 

 改正の内容につきましては、説明資料をもちまして説明をさせていただきます。説明資

料４ページをごらん願います。浦幌町町有住宅使用管理条例の一部を改正する条例説明資

料。 

 １、改正の趣旨でございます。昭和63年度及び平成元年度に建設された貴老路及び厚内

の職員住宅は、長期間にわたり入居者がいない状態が続いていることから、公有財産を有

効かつ効率的に活用するため用途廃止を行うものでございます。 

 ２の改正内容でございます。５ページの新旧対照表をごらん願います。改正前でござい

ます。別表第１でございます。下から４段目になりますが、昭和63年度貴老路木造平家建

て、51.64平米、戸数は２戸並びに平成元年度、厚内、木造平家建て、62.37平米、戸数は

２戸。この２棟４戸につきまして、改正後、別表１では削除するものでございます。 

 ３の施行期日でございますが、平成28年１月１日から施行するものでございます。 

 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。 
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 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 今回の議案の中でこの２つですね、貴老路と厚内、この関係についてはわか

るのですが、市街地にまだ長年空き家となっている職員住宅といいますか町有住宅がある

と思いますけれども、その辺についても条例改正して町民に開放してはと思いますが、そ

の辺についてお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 今ご指摘いただいた関係につきましては、今まで特に入居者が長年にわ

たっていないという住宅からということで考えてございますので、今後とも職員住宅等に

ついては有効的な活用も必要かと思いますので、その辺については状況を見ながら判断を

させていただきたいというふうに思っています。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 今回答されましたけれども、実際市街地にある職員住宅、何戸ぐらい今あい

ているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 大変申しわけありません。資料を今手持ちに持ってきてございませんの

で、戸数については今現在は説明できません。大変申しわけありません。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 町なか歩きますと、あちこち職員住宅があいているふうに見えるのです。そ

の辺について、今後の議会のときにまたそういうのも提案していただいて、できたら本当

に町民にですね、町民の方も地方からこちらに来るというときに、公営住宅はなかなか入

れないという方がたくさんおりますので、定住促進ということで少しでも条例改正してや

っていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 今言われましたことについては、今後とも検討させていただきたいと思

います。 

 ただ、なかなか状況を見ながらと申しますのは、分筆、土地の関係ですとか１棟２戸と

か、そういう状況もございますので、その辺を見ながら有効的に活用できるものは活用し

ていきたいというふうに考えてございますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 安藤議員の質問は３回を超えておりますけれども、55条を適用しないで発言

を許します。 

 安藤議員。 

〇安藤議員 １棟２戸の住宅が多いわけですけれども、その辺については入居がえしても

らって、１棟あけてそういうふうな条例改正ということで進めていただきたいと思います。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいま安藤議員からのご質問にかかわってでございますけれども、ご存

じのとおり職員住宅につきましては、企業と同じように福利厚生の一環という中での住宅

の整備を過去から行ったきたということで、これは相当な年数を経過した中で制定してき

たと。このことについては、ご存じのとおりだと思います。職員住宅の利用の中で、近年

の状況においてはおっしゃるとおり空き室の状況もございます。ただ、今後職員が単身で

はなく、夫婦世帯となった場合についての入居という部分もございますし、また現在町内

における単身用の民間の住宅の利用する部分においては、需要と供給のバランスがなかな

か整っていないという状況もあろうと思います。そんな中で、職員を採用した中でもそこ

の住宅に入れないといった過去の経過もございます。そういったことも含めまして、現在

は一時的に空き家の状態もありますけれども、また一時的な中にありましても入居が、利

用が行われていった経過もございます。ただ、今般の貴老路と厚内につきましては、長年

職員住宅としては、一般事務というよりも専門技術職の住宅の利用というのが高かったわ

けであります。このことが現在のところ長く空き家の状況になっていたということで、今

後もその利用の傾向としては少ないのかなといった中で判断をさせていただきました。ご

指摘の部分については、また老朽化等の対策もありますけれども、今後の職員の利用状況、

こういったものを年代とともに変わる要素もございますので、ここの部分については柔軟

なその都度その都度の状況を把握しながら考えていきたいなと思ってございますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

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。 

 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81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、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１０ 議案第８２号 

〇田村議長 日程第10、議案第82号 浦幌町税条例等の一部を改正する条例の一部改正に

ついてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 
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 町民課長。 

〇泉町民課長 議案第82号 浦幌町税条例等の一部を改正する条例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の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成27年12月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町税条例等の一部を改正する条例。 

 浦幌町税条例等の一部を改正する条例（平成27年浦幌町条例第20号）の一部を次のよう

に改正する。 

 以下、条文の朗読を省略し、説明資料により説明をさせていただきます。説明資料６ペ

ージをごらん願います。浦幌町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例説明

資料。 

 １、改正の趣旨、地方税法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、平成27年第３

回町議会臨時会において可決成立した浦幌町税条例等の一部を改正する条例（平成27年浦

幌町条例第20号）の一部を改正する必要が生じましたので、改正をするものでございます。 

 ２、改正の内容、①、納付書への個人番号の記載の削除、②、納入書への法人番号の記

載の削除、③、各税目において申告に必要とされる法人番号の規定の追加となってござい

ます。 

 ３、施行期日、公布の日から施行する。 

 このたびの改正は、番号法の施行後において情報の取り扱いに慎重を期する必要がある

として、平成27年９月30日付で省令が改正されたことから、同様の改正を行うものです。

①は個人への納付書に対し、②は給与等を徴収する特別徴収義務者である法人への納入書

に対し誤った配送等により番号の漏えいを防ぐための番号の記載を削除する規定でござい

ます。③は、税目において申告に必要とされる番号は、番号法に基づく法人番号であるこ

とを明確に規定するというものでございます。施行日は、公布の日としています。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

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82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、本案は原案のとおり可決されました。 
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    ◎日程第１１ 議案第８３号 

〇田村議長 日程第11、議案第83号 浦幌町国民健康保険税条例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。 

〇泉町民課長 議案第83号 浦幌町国民健康保険税条例の一部改正について。 

 浦幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成27年12月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町国民健康保険税条例（平成12年浦幌町条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 以下、条文の朗読を省略し、説明資料により説明をさせていただきます。説明資料の13ペ

ージをお開き願います。浦幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １、改正の趣旨、平成27年第３回町議会臨時会で可決成立しました浦幌町税条例等の一

部を改正する条例に関連し、追加して浦幌町国民健康保険税条例の一部を改正するもので

ございます。 

 ２、改正の内容でございます。国民健康保険税減免申請書への個人番号の記載すること

の規定の追加でございます。 

 施行期日は、平成28年１月１日から施行するものです。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

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83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、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１２ 議案第８４号 

〇田村議長 日程第12、議案第84号 浦幌町保育の必要性の認定に関する基準を定める条

例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。 

 保健福祉課長。 
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〇熊谷保健福祉課長 議案第84号 浦幌町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例

の一部改正について。 

 浦幌町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

 平成27年12月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例。 

 浦幌町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例（平成27年浦幌町条例第２号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条第８号中「第15条の６第３項」を「第15条の７第３項」に改める。 

 附則、この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月１日から適用する。 

 本条例の提案の内容につきましては、議会説明資料により説明いたします。説明資料の

15ページをごらん願います。浦幌町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例説明資料。 

 １の改正の趣旨でございますが、職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）の改正に

伴い、当該条例条文の引用先が変更となることから改正を行うものでございます。 

 ２の改正の内容でございますが、本条例において職業能力開発促進法の条文を引用して

いますが、職業能力開発促進法の改正により引用文が一部改正されましたことから、当該

条文について改正するものでございます。 

 ３の施行期日でございますが、公布の日から施行し、平成27年10月１日から適用するも

のでございます。 

 条例の新旧対照表につきましては、16ページに記載しておりますので、ご参照願います。 

 以上で説明を終わりますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

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84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、本案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） 



- 17 - 
 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、再開は11時10分といたします。 

 

午前１０時５６分  休憩 

午前１１時０９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たいと思います。 

 

    ◎日程第１３ 議案第８５号 

〇田村議長 日程第13、議案第85号 浦幌町介護保険条例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。 

〇泉町民課長 議案第85号 浦幌町介護保険条例の一部改正について。 

 浦幌町介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成27年12月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町介護保険条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町介護保険条例（平成12年浦幌町条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 以下、条文の朗読を省略し、説明資料により説明をさせていただきます。説明資料は17ペ

ージをお開き願います。浦幌町介護保険条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １、改正の趣旨でございます。１点目は、番号法及び番号法の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律の施行に伴い、厚生労働省関係省令の整備に関する省令が平成27年９月

30日に公布され、平成28年１月１日以降、保険料の徴収猶予及び保険料の減免の申請書の

記載事項に個人番号を追加する規定が設けられたことから、同様の改正を行うものです。 

 次に、２点目でございますが、介護保険法の一部改正がされ、市町村は平成27年４月１

日から地域支援事業として介護予防・日常生活支援総合事業、在宅医療・介護連携推進事

業、生活支援体制整備事業及び認知症施策推進事業を実施することとされておりましたが、

市町村が条例で定める場合には、その実施を猶予することができるとされていたことから、

多様なサービスのあり方を検討し、円滑な制度移行をするための体制整備等が必要である

として、本町におきましては介護予防・日常生活支援総合事業の新しい総合事業は、平成

29年４月１日、それ以外の３事業は平成30年４月１日からそれぞれ実施することで猶予を

定めていたところでございます。 

 国からは、法の施行後において市町村の介護予防・日常生活支援事業の新しい総合事業

の早期開始が求められており、本町としてもできるだけ早く事業を開始し、高齢者が住み

なれた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう、多様な介護予防サービスや生活支援体
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制を充実させることにより、新たな要支援認定者をふやさないことが重要であると判断し

たことから、介護予防・日常生活支援総合事業の新しい総合事業は平成29年４月１日実施

を平成28年３月１日に、それ以外の３事業は平成30年４月１日実施を平成28年４月１日に

それぞれ体制を整備しながら移行したいとするものでございます。このことから、浦幌町

介護保険条例附則第８条に規定する介護予防・日常生活支援事業等に関する経過措置につ

いて、それぞれの猶予期間、施行日について改正をするものでございます。 

 ２、施行期日、平成28年１月１日から施行する。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

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。 

 ３番、差間議員。 

〇差間議員 質問いたします。 

 こういった介護予防・日常生活支援総合事業、総合事業に移行するといった考え方はや

はり私議員になったころから、町長においてもなかなかこの事業に移行することは難しい

ということでおっしゃっておりました。今回29年からというスタートを28年まで早めると

いうことで、やはり介護サービスを受けるほうにとっては自宅介護が全く中心になってい

く。それで、サービスも今まで医療施設で受けていたものが医療資格のない人たちが主に

主催する、そういう場所に移行していく。これは、やはり私は施設介護が主たるべきだと

思っているのですけれども、浦幌町においてはこのようにいろいろなサービスを総合事業

ということで行っていく。こういったことで、くれぐれもサービスを受けるお年寄りに不

都合がないように、それと今介護離職ということで家族も大変苦しんでいる状態でおりま

す。それから、事業者にあっては、やっぱり事業費の切り下げということで町内事業者に

とっても、これは全国的にそうなのですけれども、大変厳しい状態に行くことが予想され

ます。ぜひ浦幌町にあっては、こういったことでこの新年度から移行するということであ

っても、くれぐれもサービスを受ける者に、お年寄りに関して目配りができるように、で

きれば施設介護でやってほしいのですけれども、何とか頑張ってやってほしいと思います。 

 あえてご質問いたしますけれども、施設介護と自宅介護、こういったことについて町と

してはどのように今後整合性をつけていくのか、ご質問いたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 このたび新しい総合事業でございますが、この総合事業につきまし

てはそれぞれの訪問介護、それから通所介護、その事業を要支援者の認定された方に対し

まして、本来国の給付でありましたが、それを市町村給付といたしまして、そして市町村

の裁量の中でそれぞれ要支援の方々にサービスを行っていくというような事業でございま

す。それと伴って、地域住民の力を活用しながら、地域住民の方々の互助によって高齢者

を支えていくというような内容が総合事業になっております。 

 そこで、施設介護、それから在宅介護というようなところでございますけれども、施設
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介護につきましてはやはり在宅で生活できない方、そういうような方々が施設サービスを

受けると。在宅でサービスを受け続けて、住みなれた浦幌町で、そして末永く在宅で生活

できるというようなものが在宅というような介護サービスというふうに考えています。こ

の支援総合事業につきましては、住みなれた地域で、そして高齢者の方々が要支援、要介

護に陥らないように、住みなれた地域で長く生きていけるというような制度でございます

ので、これからの今後の浦幌町の在宅介護サービスについて力を入れまして、そしてこの

支援総合事業を展開していこうと考えております。 

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85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、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１４ 議案第８６号 

〇田村議長 日程第14、議案第86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。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 議案第86号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について。 

 次のとおり浦幌町公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の

２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 平成27年12月７日提出、浦幌町長。 

 記、１、公の施設の名称及び位置、名称、浦幌町総合スポーツセンター、浦幌スイミン

グプール、健康公園、位置、十勝郡浦幌町字宝町１番地２。 

 ２、指定管理者の住所及び氏名、中川郡幕別町札内西町91番地の７、札内緑地株式会社

代表取締役、宗澤公。 

 ３、指定期間、平成28年４月１日から平成33年３月31日まで。 

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

資料20ページをお開き願います。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、選定に当たってでございます。浦幌町総合スポーツセンター及び周辺施設の指定管
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理者の選定に当たっては、公募を実施し、選定委員会において申請書類の審査及び提案事

業者からの聞き取り調査などを行い、選定基準に従い総合的に評価いたしました。教育委

員会は、その結果を踏まえまして、選定したところでございます。 

 ２、指定期間についてでございます。浦幌町指定管理者制度運用ガイドラインでは、指

定期間について、事業の継続性、安定性の観点から３年から５年を原則としています。指

定期間が長期になる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、指定期間を最長の５年といたしました。 

 ３、指定管理料でございます。平成28年度から５年間分でございますが、２億2,763万

7,000円であります。募集要項で示しました上限額は、２億3,266万円でありました。 

 ４、選定の理由につきましては、選定に当たって選定基準に従い23項目を評価したとこ

ろ、1,340点で選定委員会委員全員の評価点の合計が最も高く、かつ最低基準である６割の

1,200点を上回ったため、指定管理者の候補者として選定したところであります。集計結果

は、次のページのとおりでございます。 

 ５、選定委員会の概要でございます。第１回選定委員会は、平成27年８月５日に開催し、

浦幌町総合スポーツセンター及び周辺施設指定管理者募集要項及び管理業務仕様書の審査

並びに現指定管理者の実績等の報告を行っております。第２回目の選定委員会は10月28日

に開催し、申請者２者のプレゼンテーション及び事業計画書の内容の疑義等の確認を行い、

書類審査、ヒアリング審査を実施いたしました。その後、審査基準ごとの評価を各委員そ

れぞれが採点作業を行い、その評点を集計し、指定管理者候補を決定したところでありま

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。 

 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 私のほうから何点か質問をしたいと思います。 

 いろいろ情報公開とかそういうこともありますから、できないときはそのようにお答え

いただきたいと思います。 

 まず、選定委員が８名いたということなのですが、その課長名と一般委員の選定理由を

お聞きしたいと思います。 

 次に、指定管理料なのですが、ここに２億2,763万7,000円ということでこの方と契約す

るということですが、Ａ団体のほうの管理料は幾らで出ていたのかお聞きしたい。町の金

額より500万円少ないということで、５年間ですから、ならしたら100万円ですよね。この

100万円といったら、指定管理ということはもう人件費が大部分で、ほか需用費だとかいろ

いろありますけれども、こういう年間100万円ということに対して、本当に労務管理できる

のかどうか不安でございます。現在も今のこの業者については、パークゴルフ場もやられ

ているということなので、その辺の労務管理をどのようにやっているのかお聞きしたいと
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思います。 

 それとあと選定理由なのですが、この４番の選定理由の中で評価点の合計ということに

なっています。下のほうの５番の（２）審査内容、現指定管理者の実績、そのほかプレゼ

ンテーションのヒアリング、そういうのがありますが、選定理由の中には以前は何かこの

プレゼンテーションだとかそういうものが選定理由の中で述べられていたのでないかなと

思うのですが、今回はただ評価点の合計が一番のほうになりましたということで選定した

ということです。その辺についてお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 何点かございましたけれども、私のほうからまず１点目の選

定委員会の関係につきましてご説明させていただきます。 

 選定委員会につきましては、10人以内の委員ということで規定上はなっております。今

回につきましては、識見を有する方２名、そして対象施設の利用者から２名、そして副町

長と総務課長、そしてまちづくり政策課長、それと対象施設の担当課長でない所管の課長

ということで産業課長が入りまして、合計８名で選定委員会のほうを構成しております。

選定委員会は、以上でよろしいでしょうか。 

 それから、３点目の質問になりますけれども、選定の理由の部分なのですけれども、選

定の基準につきましては、こちらに参考資料ということで載せておりますけれども、基本

的には５つの選定の基準から成っておりまして、選定の基準の中からそれぞれ項目があり

まして、項目と視点ということで、全部で23の視点から成っております。その中でそれぞ

れ申請書とつけ合わせを行いながらこのようにそれぞれ個々で評定を行いまして、集計結

果がこのような形ということで、先ほど安藤議員のほうからは実績の関係とか、もっと具

体的なものが今までもあったのではないかという問いだったのですけれども、基本的には

今までもこのような形で、総合点数の中で個々のそれぞれの項目については、合計ですけ

れども、このように示させていただいたということで報告させていただいているところで

ございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 教育次長。 

〇鈴木教育次長 先ほど３点目の２番目の管理料が500万円少ないということで、年間

100万円、特に人件費等につきまして問題ではないかというご指摘があったかと思います。

それにつきまして、選定委員会事業計画書のほうの収支予算書に５年間の金額も出してい

ただいて、それで選定委員会で検討していただいた結果ということで問題はないというふ

うに教育委員会のほうでは考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ２点目で現在こちらのほうに結果が載っておりますけれど
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も、Ａ団体のほうの申請金額ということで問いがあったわけなのですけれども、基本的に

は情報公開という形で、この分につきましてはお示しできませんので、ご理解をいただき

たいというふうに思います。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 いろいろわかりました。 

 選定理由なのですが、この表、選定基準の点数だけだと。だけだというか、審査内容を

いろいろ聞いて、選定基準をもとにして選定したということなのですが、こういうふうに

業者がかわるということで議案では出ています。やはり何かこの点数だけでなくて、この

業者、何か取り柄があるのだと。何か行事でもやるとか、そういうプレゼンテーションが

あったのかどうか、それも情報公開で出せれないのか、その辺お聞きしたいと思います。 

 それと、先ほども言った500万円減ということで、この件についてやっぱり労務管理をし

っかりしていただかないと、同僚議員もいろいろ労務費関係についてこの場で質問された

こともあると思います。やっぱり労基法の関係だとか、いろいろそういう問題も出てきま

すので、その辺についても問題ないということであればそれでいいのですが、やっぱりそ

の辺の管理をしっかりしないと、今後いろいろと労務者のほうから出てくるのでないかな

と思われます。 

 この２番の指定機関の中で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

ということが述べてありますけれども、こういうふうに雇用の安定ということになります

と、現在指定管理で請け負われているところの従業員ですね、そういうことについてはど

う思っているのか、その辺お聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 まずは、選定の部分なのですけれども、今安藤議員のほうか

らそれぞれ自主事業の関係とか、何かそういった特別的な提案があったのかということで

したけれども、基本的には候補者につきましても、Ａ団体につきましても、それぞれ募集

要項に基づきまして施設に係る考え方とか、それから自主事業につきまして、また職員の

研修とか個人情報の管理とか、それぞれの項目の中につきましてそれぞれが申請をしてき

たということで判断しています。こちらのほうの申請結果を見ていただきますと、それぞ

れ23の項目ありますけれども、同点の部分もあれば候補者が上回ったもの、またＡ団体の

点数が上がったものということで、総合点数という形で考えているものですから、いろい

ろなものを積み重ねた中で判断していただくということでご理解をいただきたいというふ

うに思います。 

 また、町が示した金額から下回るということで、労務管理のことにつきましても今ご心

配の声がありましたけれども、総体的には町のほうで積み上げた数字の中で、それをベー

スとしながら、そこで民間活力を活用しながら、それぞれノウハウを生かしながらという

ことで提案をいただいた金額であるというふうに考えておりますので、そういった中で判
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断をさせていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 失礼しました。 

 現在の雇用の関係ですけれども、これまでも指定管理が入る前からいろんな委託の関係

でいきますと管理部門とか、それから清掃部門等に関しましては複数年で行ってきてござ

います。指定管理が入りましてからも、こちらのほうに書いてありますけれども、おおむ

ね継続性とか安定性を踏まえながら３年から５年の指定期間ということで、当初は３年か

ら始まったのですけれども、現在はほとんどの施設が５年間ということになっております。

この中でいきますと、このような形で複数年の年数を確保する中で雇用の確保ということ

で努めてきたものですから、その中でいきますと今回提案あった中でいきますと、業者が

かわるということでは、このガイドラインに基づいた中で進めているということでご理解

をいただきたいというように思います。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 もう一つお聞きしたいのですが、この選定基準の中で23項目あるということ

で、選定基準の大まかに分かれているのが５項目ということです。この中で、合計点数だ

と言われれば合計点数になってしまうのだろうと思うのですけれども、項目ごとにいった

ら、Ａ団体のほうが３つかな、上回っているということになると思うのです。その辺につ

いて、どうしてもその合計点数なのだよと言われるのであれば、それであれなのですけれ

ども、その辺についてお聞きしたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 安藤議員からただいまご意見のありましたとおり、それぞれ23項目ありますけれども、

これでいきますと同点の部分が４項目、そしてＡ団体が10項目、そして候補者が９項目と

いうことで、この中のそれぞれの点数のどちらかということになりますと、確かにＡ団体

の分が上回っております。ただ、同点の部分とか、そんなのもございますけれども、最終

的には今進めている中でいきますと、各委員から上げられた数字を総トータルの数字とい

うことで判断をしていますので、これにつきましてはご理解をいただきたいというふうに

考えています。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 今いろいろ同僚議員からの質問ありましたが、私この点数のことでお聞きし

ます。お答えにくいこともあるかもしれませんが。 

 私この点数を100点満点の各項目、パーセンテージで見てみたのです。そうしたら、視点

でいうと上から２つ目、施設の管理運営に対する意欲が感じられるか。１升置いて、利用
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促進や満足度向上への取り組み内容は適切かだとか、それから２升置いて、利用料金制に

関する理解や考え方は適切かと、この部分が開きだけでいうと10％も開いているのです、

２者の間で。その理由について当然聞きたいのですけれども、それがちょっと聞きにくい

のですけれども、この指定管理者に対する町の条例を見ましても、８条、業務報告の聴取

等、それから７条、指定管理者の指定を受けた団体等は、町長等と公の施設に関する協定

を締結しなければならない。それで、８条には特に毎年の管理の業務、経理の状況に関し

て報告以外に必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、また必要な指示をすること

ができると条例の中にあるのですけれども、この選定基準のポイントを見た第一感として、

こんなに点差が開くまで、私教育委員会は何やっていたのだろうと思うのです。この判断

は、選定委員会の方がされたことだと思います、当然。ただ、選定委員会から見て、その

ように開くように考えるように判断するまでの間、何か方法があったと思うのです。そう

でもなければ、今後の28年４月からまた新しい指定管理者に管理が移っていくと思うので

すけれども、また同じような問題が発生するのではないか。私は、幾ら指定管理業者に任

せたといっても、やっぱり町が関与する場所というのですか、場合というのですか、必要

性はあると思うのです。それで、この点についてお聞きしたいのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 ただいまの質問の件でございますが、候補者とＡ団体の差が大きいとい

うことで、それに対し教育委員会の対応はどうだったのかということというふうに認識し

ておりますが、現指定管理者は２期、今８年目ということで指定管理をしていただいてお

ります。協定書にもありますけれども、毎月月次の報告と年度末に終了後30日以内に事業

報告をいただいておりまして、月次報告のときは毎月担当の者が総括責任者と会いまして

報告を受けつつ種々打ち合わせ等を行っております。また、日々指定管理施設につきまし

ては担当の者が朝早く見回り等も行っております。毎年毎年事業報告をいただいておりま

すが、評価も当然しておりまして、その時点で課題等があればその評価をさせてはいただ

いておりますけれども、こちらの求める水準に対して課題があったということはございま

せん。今回の選定委員会の選定基準で差が開いたということではございますが、Ａ団体の

ほうが問題があったということではなくて、候補者のほうがＡ団体よりもいい提案をされ

たということでの差だというふうに認識をしております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 今の次長のお言葉ですけれども、施設の管理運営に対する意欲が感じられる

かということは、これはやっぱり今の状況を照らし合わせて考えるべき部分が相当大きい

と思うのです。ですから、応募した業者の今後の展望、今後の意欲というよりも、どうで

しょう、これだけ差が開くということは現状では、変な話が総務省からの指定管理者に対

しては住民の安全確保に十分に配慮するとか、いろいろな考えが出ております。 
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 それと、利用する住民がその点に関して何か、この点に関して不平、不満があったのか

なというふうに私はこの点数を見て思ったのです。この評点というのは2,000点、全体の点

数ですね、候補者であっても67％、Ａ団体としても66.35％、これは余り高い点数とは見え

ないのです。その中で特に大きくこの部分が開いたということについて、もうちょっと説

明していただければなと思うのですけれども、教育委員会として。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 点数につきましては、選定委員の方がつけている点数でございます。ヒ

アリングを受けた後につけている点数でございますので、その点数の多い少ないにつきま

しては、私のほうからは意見として述べることはできないのですけれども、Ａ団体が低い

のではないかというご指摘ではありますけれども、決して毎年度評価をさせていただいて

おりますけれども、課題があったというふうにはこちらも認識をしておりませんで、最近

65歳以上の方が免除になったということで、そういう方々へのいろんな自主的な事業も進

めていただいているということは教育委員会としても認識をしております。基準より下回

っているというふうには考えておりませんので、そういうふうな認識でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 今差間議員が質問したことで理解できた部分もあります。 

 行政側として大事なことは、指定管理者との意思疎通と信頼関係の構築が大事だと思っ

ていますが、施設利用者がより満足するサービス実現のために、日ごろより指定管理者と

コミュニケーションを図っていたと。そして、指導改善もしっかり対応してきたよという

ことでの今答えだったと思います。 

 ただ、私はこの選定基準審査結果、今回このような結果で、わずかでございますけれど

も、Ａ団体より候補者が点数が高かったということでございますが、この指定管理者業務

総括表ということで指導改善については十分コミュニケーションを図っていたと言われた

わけですけれども、それでも常識で考えれば、日ごろより行政と指定管理者が十分なコミ

ュニケーションがとれて信頼関係があれば、実績のある安定した管理業務を行えるのは地

元業者であるという結論が出るのが常識的ではないかと私は思うわけですけれども、この

ような改善について、特に大きなそういう問題点はなかったということでございますが、

ある意味私は行政の運営については各課横断的な共通認識も必要であるということを常々

思っているわけでございますが、結果としてこうなってしまったということでございます。

このことは、やはりいかようにそういうことがなかったと言っても、こういったことでの

コミュニケーション不足があったのではないかなと私は思うわけですが、その点について

いかがお考えですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 
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〇鈴木教育次長 今ご指摘がありましたコミュニケーション不足ではないかというご指摘

でございますが、先ほども申し上げましたとおり、月次報告というものが毎月ございます。

そのとき、当初報告書をこちらのほうにいただいていたということがございましたですけ

れども、総括責任者と現地で打ち合わせをしようということで、担当者も赴いて月次報告

を受け、その時点で種々協議をしているということを行っておりますし、毎朝行ける限り

ではございますが、施設の見回りのときには従業員の方ともコミュニケーションをとって

状況等を把握しているというふうに聞いております。そういうことで、年に１回の事業報

告をいただいた後の評価では、こちらが求めている基準に達していないということは当然

ないというふうに評価をさせていただいておりますので、コミュニケーションにつきまし

てもそのように図っている結果だというふうに認識をしております。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 何点か質問あるいは提案もしたいと思うのですが、まずこの選定委員会の座

長、副町長となっていますね。それで、今回の候補事業者が札内緑地ということでござい

ますが、この業者を町外業者と見るかどうかはまた別の問題として、パークゴルフ場の問

題もありますから、個人で納めていただいて、町内業者という事業所を置いているという

ことなのですが、ただそのことは別にして、町内の業者に対する育成というか考え方です

ね、そのことがはっきりしていないと、この選定基準の中にそういう項目はないのですが、

常に点数と項目だけで採点して集計したらこういう結果になったよということだけでなく

て、そういう思いがなければ、町の業者の育成強化、そういうものがなければ、どうして

もフリーで選定業者が３年に１回、５年に１回動いていってしまうというようなことが起

きるのです。留真温泉、それからパークゴルフ場、今回体育施設、この後も道の駅なり、

あるいは健康湯なり森林公園なりいろいろあるわけですが、こういうことが議会でも我々

がこれだけ質疑出るということはどうしたのだろうということなのです。さっきから質疑

あるように、教育委員会の報告も月例も年間報告も特に問題ない基準にあって、どうして

こういうことになったのかなという中では副町長、座長としての考え方、伺いたいと思い

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 副町長が座長ということでありますけれども、指定管理制度そのもののこと

でありますから、私からお答えをさせていただきたいというふうに思います。 

 先ほどから議員の皆さんのどうしてこうなったのだろうという疑問だろうというふうに

思います。ただ、指定管理者制度を根本からぜひお考えを願いたいと思います。もともと

公的な施設を管理するに当たって指定管理者制度ができたときの経緯というのは、やはり

この施設を運営するに当たって民間の活力、そして利用者のサービス、これをいかに求め

るかというのが指定管理者制度のもともとの発想でありました。そういう意味において、

この指定管理者選定委員会をつくって、そしてこの規則の中で指定管理者制度を運営して
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いっているという状況であります。そういう意味において、あくまでも今回もその指定管

理者制度の、また選定委員会に基づいて整々と行われていた選定だというふうに思います。 

 今民間事業、特に町内業者の育成云々というお話がありましたけれども、これはあくま

でも事務所はこちらにある業者ですから、町内業者と認定してもいいだろうと思いますし、

先ほど議員からも言われたように、ほかの管理もやっていただいているという業者であり

ますから、その点は問題ないというふうに思います。ただ、あくまでも選定するに当たっ

ては、やはりそれぞれの候補者からプレゼンテーション等々をいただきながら、選定委員

さんが公明正大な考え方の中で採点をするということでありますから、それに対して町、

また教育委員会が事前にこの点数を云々ということを指図するとか、そういう疑惑を持つ

ような行動を行うということは決してないということはまず言わせていただかなければな

らないのではないかというふうに思います。そういう面では、今８名の選定委員さんがそ

れぞれ判断基準に基づいて採点したということでありますから、この採点基準については

我々としてこれの判断を当然受け入れていかなければならないというふうに思っていると

ころであります。 

 今まで管理していただいた業者の皆さんには大変ご苦労をかけてきたということは当然

でありますけれども、選定委員会の中でそういう選定判断をしたということでありますか

ら、これについて恣意的に私どもがこれを変えるということにはならないだろうというふ

うに思っていますので、ぜひ議員さんにはその点、根本的な部分でありますから、考えて

いただきたいというふうに思うところであります。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 ただいま町長説明されるように、私は採点の内容について疑うとか、そうい

う意味合いでないのです。従来の町に根をおろしていた業者さんが、先ほどからの教育委

員会の報告のとおり特別問題あったわけでない。資料を見ましたら、ずっとＢ判定になっ

ていますね。そういうことで、そういう内容なのにどうしてこういうふうになったのかな

という中では、こういうことが続けばこれでいいのかなという思いが出てくるということ

を申し上げたのです。 

 １つ提案したいのですが、この採点の方法に公明、公正を期すために、今回規定では10人

以内の委員ということになっていますね、選定委員。それが８名である。私の記憶の中で

は、ほとんど８名でこのところ行われています、規定10人の中で。新たに始まる道の駅の

ときが10人だったかというように思うのですが、ほとんど８人で行われているという中で

は、大半の人ご存じだと思うのですが、例えばスキーのジャンプ、一番上の点数切るので

す。一番下の点数も切るのです。中とって平均するのです。フィギュアの点数の採点もそ

うです。それから、ちょっと事違いますが、農業災害補償法、俗に言う農業共済制度です。

これも７中５といって、豊作の一番いい年、凶作の一番悪い年切るのです。中の５年を足

して平均を出す。非常に特殊な評価なり実績なりを切ったり、いいのも悪いのも切って平

均化して採点するという方法。いろんなところで採用されているのです、こういう方法。
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ですから、今後はやはり公正、公平なと私さっき言いましたけれども、別に今回が公平、

公正でなかったとは言いませんが、より透明性を高くするためにはそういう採点集計の方

法を導入してやっていけないのかな。そのためには、規定が10人以内となっています。今

回報告を聞きますと、利用者２名ですね。学識者２名、そして役所の中から４名というこ

とでありますから、利用者をあと２名ふやして10名で選定委員会やって、今申し上げたよ

うな方法で採点集計の方法をとっていただければ、なお透明性の深いものになるかなとい

う思いをしておりますが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 採点方法だというふうに思いますけれども、まず選定委員さん８名お願いを

しています。選定委員さん、それぞれ真摯に判断をして採点をしていただいて、大変ご苦

労していただいたと思います。その中で、その方法の中にはあるかもしれませんけれども、

私はその方法はいかがなものかなと思います。今回それであっても、今候補者に決まった

ということを申し添えますけれども、ただやはり８人の選定委員さんのそれぞれのご意見

は、やはり貴重な判断として判断の中に加える必要があるだろう。上と下を切って８中６

みたいな形ではなくて、やはり全体の総合点で判断をしていくべきかなと。これからも私

はそれが一番公明正大、そして選定委員さんに対する尊敬の念も含めてするべきではない

のかなというふうに考えているところです。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 それぞれ考え方ですから、行政のほうでこれを通したいということなら、そ

れはそれで私は納得しなければしようがないのですが、やはりこういう質疑がたくさん議

員の中から集中するような選定結果だということには、何らかの懸念があるということな

のですから、必ずしもこの採点の評価項目が否定されたものではないと思うので、その内

容あるいはさきの議員の質問にもありましたように、配点の方法、いろんなことを内部検

討されて改善していく、できるものはやっていくべきだと私は思っております。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 選定委員会制度のあり方の提言だというふうに思います。先ほど８名、10名

以内ということでありますから、８名の委員さんを10名にするということは当然あること

だと思います。そのケース、ケースによってというよりは、そこの判断はやはりこれから

町行政としてどのように規定していくかということは考えていく必要があるのだろうかな

というふうに思います。この８名が正しかったのか10名が正しいのかということではなく

て、このケースによっては選定委員さん、業者の皆さんふやしていくとか町民の皆さんふ

やしていくとかということは、あってしかるべきかなというふうに思いますし、今後につ

いてはその辺も考えていくことかなと。一つの提案としていただきたいというふうに思い

ます。 
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〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 第３期まちづくり計画の中にこのようにうたわれております。就業者が健康

で安心して働き、ゆとりのある快適な勤労生活を送ることができるよう、就労環境の充実

等を促進していくとともに、勤労者福祉の充実を図っていくことが必要ですということで

上がっております。この件に関しては、どのようにお考えか、再度お聞きしておきたいと

思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 第３期まちづくり計画、のせているとおりであります。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 こういう現状のことが起きましたので、健康で安心して働きというところが

損なわれていく勤労者がいると思います。この点についてはどのようにお考えですか。 

〇田村議長 福原議員、今の質問について、先ほど町長が答弁したやつにそぐわなくて再

質問みたいな感じですか。 

〇福原議員 そうです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 先ほど福原議員に労務環境については当然配慮すべきだということでお答え

をいたしました。現状についてという今質問でありました。この現状についてというのは、

福原議員からすれば労務環境が損なわれるということなのでしょうか。これは、反問権行

使させていただきますけれども、具体的に示していただきたいと思います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 現在働いている会社の従業員が働く場をなくするということがこれから発生

するように私は考えられます。その時点において、本当にゆとりのある快適な勤労生活を

送れるかといったら、実際に私のところに電話も来ました。非常に不安でどうしようもな

いというような町民からの電話がありました。そういうことを踏まえて、私はお聞きして

おきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 具体的な答弁をいただけなかったというふうに思っていますけれども、これ

から新たな指定管理者がこれから新しい事業を行っていくということであります。その中

で労務環境が悪化したという事実があるのであれば、これは大変な事実でありまして、私

どもとしてその指定管理者にはしっかり管理していく必要があるというふうに思っていま

すけれども、今言われた労務環境が悪化したという事実が今現在ないという中でそのよう

な質問に対する答えは私はできないと思います。 

〇田村議長 福原議員の質問は３回を超えておりますけれども、55条を運用しないで、発
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言を許します。 

〇福原議員 今町長のほうから悪化したという言葉が出ました。私は、悪化したとは言っ

ておりません。不安であるというような表現の方法をしたと思うのですが、議事録に残り

ますことですので、私は撤回していただきたいということなのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 たしか就労環境が悪化したというお話をされたのでないかというふうに思い

ます。その前に、電話があったという前に悪化したというふうな話を私はお伺いをしたつ

もりであります。ですから、そういうことが事実としてありませんので、具体的な事実が

あればお知らせくださいというお話を申し上げました。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 悪化したということが私の口から出たのであれば、それは撤回させていただ

きたいと思います。 

 ただ、本当に非常に不安だというお電話はいただいております。その件、地元の町民の

皆さんが不安だということで、勤労福祉の充実を図っていくという町のまちづくり計画の

中にもありますので、その辺も考慮していただきたかったなというふうに思っております。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 このたびの指定管理者制度については、指定管理者の方がかわったとしても、

当然従業員の雇用というのは生まれるわけでありまして、そういう面では雇用の継続とい

うことを優先的に働きかけてまいりたいというふうに思いますし、決して就労環境が悪く

なるようなことはない、そして不安を持たれない、そういう就労環境を整備するように指

定管理者の皆さんにはこれからもお伝えをしていきたいというふうに思います。 

〇田村議長 ただいま福原議員の質問の中に悪化という言葉を削除してほしいというよう

な話でございますけれども、本会議場でのことでございますので、議会運営委員会で協議

し、本会議場で削除する、しないを決定させていただきます。よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「済みません、１点」の声あり） 

〇田村議長 差間議員、同一議案での質問はできません。どうしてもというのであれば。 

（「ちょっと聞き逃しあったんで」の声あり） 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 一番最初の同僚議員の質問の中で、選定委員の構成の中で識見を有する者２

名とありましたので、この識見を有する方の肩書なりをお教えいただければと思いまして。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 
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〇山本まちづくり政策課長 識見を有する方２名ということで、こちらにつきましても非

公開という扱いにさせていただきますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

（「肩書だけ」の声あり） 

〇田村議長 差間議員、個人情報として公表できないということでございますので、ご理

解いただきたいと思います。 

 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。 

（「あります。反対討論」の声あり） 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 私は、議案第86号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定についての反対討論

をいたします。 

 浦幌町総合スポーツセンター及び周辺施設の指定管理者の選定に当たっては、選定基準

に従い総合的に評価したとありました。今年度第２回６月の定例会で示された町政執行方

針で町長は、浦幌町に住んでよかった、幸福だと思えるまちづくりを目指して町政執行に

当たる考えでありますと表明をされました。また、28年度から始まる第３期まちづくり後

期５カ年計画では、常に町民の目線に立ち、町民参加による協働のまちづくりを推し進め、

夢と希望の持てるまちづくりを構築してまいりますとあります。この事業に対して、浦幌

町内業者の仕事と雇用がなくなり、民間の活力が低下し、町への損失ははかり知れません。

そして、さらに今年度の町長の執行方針、第３期まちづくり後期５カ年計画のメーンテー

マにも一部沿いませんので、私はこの指定管理者の反対討論をいたします。議員各位のご

賛同をよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。ありませんか。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 ただいまの議案第86号に対しまして、賛成討論をさせていただきます。 

 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について、私は本議案に対して賛成の討論をさせて

いただきたいと思います。 

 この公の施設の指定管理者の指定においては、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に基づき公募を行い、選定委員会を設置し、選定基準に従い、逸脱す

ることなく、選定委員会委員の方が23項目にわたり慎重かつ適正に審査されたものであり

ます。これらの状況を踏まえたときに、妥当であると判断いたしますので、本議案第86号

の公の施設の指定管理者の指定については賛成をいたしたいと思いますので、議員各位の

ご協賛を賜りますようお願いいたします。 

〇田村議長 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇田村議長 これで討論を終わります。 

 これより議案第86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 起立多数であります。 

 よって、本案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 再開は午後１時30分といたします。 

 

午後 ０時１４分  休憩 

午後 １時２８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たいと思います。 

 

    ◎日程第１５ 議案第８７号 

〇田村議長 日程第15、議案第87号 東十勝消防事務組合の解散に伴う財産処分について

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案14ページをごらん願います。議案第87号 東十勝消防事務組合の解

散に伴う財産処分について。 

 地方自治法第289条の規定により、東十勝消防事務組合の解散に伴う財産処分を次のとお

り関係町の協議の上、定めるものとする。 

 平成27年12月７日提出、浦幌町長。 

 本議案の説明につきましては、議案説明資料をもちまして説明をさせていただきます。

説明資料22ページをごらん願います。東十勝消防事務組合解散に伴う財産処分の説明資料。 

 １、趣旨、東十勝消防事務組合は、消防事務広域化に伴い平成28年３月31日をもって解

散する旨の協議が調いましたので、解散に伴います財産処分について、組合を組織する地

方公共団体と協議の上定めようとするものであります。本協議実施に伴う議会の議決を得

ようとするものであります。 

 ２、財産目録、浦幌消防署並びに浦幌消防団の所管している財産。①、建物、消防庁舎

ほか16棟でございます。②、水利施設、防火水槽74基。③、物品、（１）車両でございます。

車両につきましては、20台でございます。（２）その他物品でございます。その他物品につ

きましては、解散の日において組合が所有に属する物品についてそれぞれ協議するもので
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ございます。 

 議決後、各関係４町の中で協議をし、今後の進め方を協議していく形になろうかと思い

ますので、どうぞよろしくお願いします。 

 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。 

（「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87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、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１６ 議案第８８号 

〇田村議長 日程第16、議案第88号 平成27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。 

〇大山総務課長 補正予算書の１ページと、あわせまして説明資料につきましては24ペー

ジ以降をごらん願います。議案第88号 平成27年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成27年度浦幌町の一般会計補正予算（第10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2,751万6,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ64億8,237万2,000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。 

 （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） 

 第３条 地方債の変更は「第３表 地方債補正」による。 

 平成27年12月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては説明を省略さ

せていただきます。 
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 次に、４ページをごらん願います。第２表、債務負担行為補正、追加、事項、浦幌町総

合スポーツセンター及び周辺施設指定管理委託料、期間、平成28年度から平成32年度、限

度額２億2,763万7,000円。説明資料につきましては、20ページ、21ページに記載のとおり

でございます。 

第３表、地方債補正、変更、起債の目的、過疎対策事業、介護事業運営補助事業、補正

前限度額1,640万円、補正後限度額1,800万円。紙おむつ購入費助成事業、補正前限度額ゼ

ロ円、補正後限度額240万円。模範牧場作業用機械更新事業、補正前限度額ゼロ円、補正後

限度額640万円。学校給食費補助事業、補正前限度額ゼロ円、補正後限度額1,120万円。過

疎対策事業債の計でございますが、補正前限度額２億530万円、補正後限度額２億2,690万

円。計でございます。補正前限度額４億8,140万2,000円、補正後限度額５億300万2,000円。

なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と同じでございます。 

次、５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、総括については

説明を省略させていただきます。 

 次、６ページをごらん願います。２、歳入、13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民

生費国庫負担金450万円を追加し、１億4,062万円。 

 14款道支出金、１項道負担金、２目民生費道負担金225万円を追加し、9,611万8,000円、

説明資料につきましては、24ページに記載のとおりでございますが、へき地保育事業が国、

道の保育給付の対象となったことから歳入を追加する内容でございます。 

 ２項道補助金、４目農林水産業費道補助金１万9,000円を追加し、１億919万5,000円、説

明資料29ページ、30ページに記載のとおりでございます。 

 ３項委託金、１目総務費委託金210万7,000円を追加し、2,333万円、説明資料26ページに

記載のとおりでございますが、工事支障物件移転補償委託金を追加する内容でございます。 

 ３目農林水産業費委託金243万3,000円を減額し、1,348万円、説明資料30ページに記載の

とおりでございますが、中山間事業に係る交付金の減額でございます。 

 16款１項寄附金、２目指定寄附金15万円を追加し、１億2,015万1,000円、指定寄附の追

加でございます。 

 17款繰入金、２項１目基金繰入金67万7,000円を減額し、２億8,851万6,000円、基金繰入

金の減額でございます。 

 20款１項町債、２目民生債400万円を追加し、2,040万円。 

 ４目農林水産業債640万円を追加し、1,100万円。 

 ７目教育債1,120万円を追加し、1,120万円。 

 次の７ページをごらん願います。３、歳出、２款総務費、１項総務管理費、２目情報化

推進管理費152万1,000円を追加し、１億7,141万5,000円、説明資料24ページに記載してご

ざいますが、番号法に基づき個人番号カードの交付事務等に係る経費を追加する内容でご

ざいます。 

 ７目企画費155万円を追加し、6,709万4,000円、説明資料25ページに記載してございます
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が、北海道移住体験モニター事業、民間賃貸住宅建設促進事業に係る経費並びに光ファイ

バー修繕料を追加する内容でございます。 

 13目諸費260万7,000円を追加し、4,149万円、説明資料につきましては25、26ページに記

載してございますが、地域会館の修繕料、工事支障物件移設に係る経費を追加する内容で

ございます。 

 ２項徴税費、２目賦課徴収費９万7,000円を追加し、1,172万7,000円、説明資料26ページ

に記載してございますが、分担金の確定に伴います追加でございます。 

 ６項１目監査委員費9,000円を追加し、267万円、旅費を追加する内容でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費９万6,000円を減額し、３億3,425万

6,000円、特別会計の繰出金の減額でございます。 

 ７目後期高齢者医療費249万7,000円を追加し、１億1,690万6,000円、説明資料26、27ペ

ージに記載してございますが、平成26年度市町村療養給付費の確定に伴います追加でござ

います。 

 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費160万円を追加し、１億8,234万9,000円、説明資料

27ページに記載してございますが、介護報酬引き下げに伴います補助金を追加する内容で

ございます。 

 ３目老人ホーム費15万2,000円を追加し、１億8,797万6,000円、説明資料27ページに記載

してございますが、指定寄附に伴います施設用備品購入に係る経費を追加する内容でござ

います。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費105万円を追加し、２億1,351万

9,000円。内容といたしましては、特別会計への繰出金を追加する内容でございます。 

 ３目環境衛生費33万円を追加し、3,074万2,000円、説明資料28ページに記載してござい

ますが、蜂駆除に係る委託料を追加する内容でございます。 

 ５目医療対策費611万2,000円を追加し、8,872万4,000円、説明資料28ページに記載のと

おり、ドクターヘリ運航加入負担金並びに特別会計への繰出金を追加する内容でございま

す。 

 ８目保健福祉センター管理費６万9,000円を追加し、1,548万9,000円、説明資料28ページ

に記載してございますが、センターに係ります掃除用備品を購入する内容でございます。 

 次のページをごらん願います。２項清掃費、１目塵芥処理費32万7,000円を追加し、

7,468万7,000円、説明資料29ページに記載してございますが、リサイクルセンター、一般

廃棄物処理センターに係ります備品を追加する内容でございます。 

 ５款労働費、１項１目労働諸費288万円を追加し、794万3,000円、説明資料29ページに記

載してございますが、補助金を追加する内容でございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費５万6,000円を追加し、3,629万

2,000円、説明資料29、30ページに記載してございますが、旅費を追加する内容でございま

す。 
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 ３目農業振興費324万3,000円を減額し、4,919万6,000円、説明資料30ページに記載して

ございますが、中山間にかかわります交付対象面積減に伴い減額する内容でございます。 

 ５目畜産振興費245万3,000円を減額し、3,929万8,000円、説明資料30ページに記載して

ございますが、模範牧場に係る修繕料の追加並びに備品購入に係る入札執行残に伴います

更正減でございます。 

 ２項林業費、１目林業総務費75万円を追加し、1,906万7,000円、説明資料31ページに記

載してございますが、有害鳥獣駆除事業に係る経費を追加する内容でございます。 

 ８款土木費、５項住宅費、１目住宅管理費240万円を追加し、6,083万4,000円、内容とい

たしましては説明資料31ページに記載してございますが、町営住宅に係る修繕料を追加す

る内容でございます。 

 ９款１項消防費、１目常備消防費８万7,000円を追加し、１億7,817万9,000円、内容とい

たしましては説明資料31ページに記載のとおりでございますが、東十勝消防事務組合への

負担金を追加する内容でございます。あわせまして、議案の12ページに参考といたしまし

て、東十勝消防事務組合の一般会計浦幌分について記載してございますので、後ほどごら

ん願います。 

 ４目災害対策費291万6,000円を追加し、1,695万3,000円、内容といたしましては説明資

料32ページに記載してございますが、サイレン設備１基を増設する工事を追加する内容で

ございます。 

 10款教育費、６項保健体育費、３目給食センター管理費18万1,000円を追加し、8,584万

4,000円、説明資料32ページに記載してございますが、学校給食センター運営委員会に係り

ます経費を追加する内容でございます。 

 13款諸支出金、１項１目過年度支出金611万7,000円を追加し、630万3,000円、説明資料

につきましては33ページに記載してございますが、交付金にかかわります返還金を追加す

る内容でございます。 

 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。 

 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 説明資料のほうがわかりやすいので、30ページで農業振興費、中山間地域等

直接支払交付金の関係について伺います。厚内地区、厚内、直別地区だと思うのですが、

事業を実施しないことによる減額補正となっていますが、当初予算で３月ですから、その

前の予算編成ではわからなかった事態なのか。何か事業対象にならないものが出てきて、

やめざるを得なかったのか。もう少し内容について説明いただきたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問につきまして説明させていただきます。 

 まず、当初予算にのせていて、わからなかったのかということでございますけれども、
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第３期対策が26年度をもちまして終了いたしました。27年度から法制化されまして、新た

な第４期対策ということで５年間がスタートするということで、今年の27年が始まってか

ら新たな協定を結ぶということで進んできました。その中で既存４地区がそれぞれこれま

でどおりに取り組んでほしいということで地域とも話し合いをしてきたのですけれども、

厚内地区に関しましては、これまでの離農と高齢化によりまして共同事業がなかなか取り

組めないという事情があったということで、今回手を下げるということでございました。

中山間というのは、５カ年の協定期間でありまして、途中で取り組みをやめた場合につき

ましては、全額遡及して返還という部分がございますので、そういう分も含めると今後５

年間続けてやり続けるのはなかなか難しいという話でございましたので、今回厚内地区は

取り組まないということで１地区減ったということでございます。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 確認なのですが、説明資料26ページ、諸費の関係になるかと思いますが、（２）

の道道本別浦幌線とありますが、この内容、場所がわからないものですから、確認のため

にお聞かせをいただきたいなと。（２）番、道道本別浦幌線道単交安工事とありますね。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまご質問のありました道道本別浦幌線道単交安工事

と、それから道道直別共栄線の改良工事支障物件の場所ということでよろしいでしょうか。 

 道道本別浦幌線の道単交安工事につきましては、上浦幌の活平地区で一部改良の中で物

件の移動がありましたので、そちらの場所でございます。 

 それと、直別共栄線につきましては、町道の万統線を行ってから道道につながるのです

けれども、道道から十勝太方面に向かったところの３差路の手前の工事を行いますので、

その分の移設工事という内容でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 説明資料は24ページなのですけれども、情報化推進管理費の中の、これ多分

マイナンバーの導入というか、ソフトのことだろうと思うのです。このマイナンバーは、

10月からたしか全世帯に発送されたと思うのですが、どの程度発送して、返送されたもの

はどれぐらいあるかお伺いしておきたいことと、それと今後その返送されたものの扱いは

どのようにするかということと、それからここに事務処理を町民課及び上浦幌支所で行う

ようにするためということが書いてあります。この２カ所だけで浦幌の場合は経費をのせ

てあるのですが、このことはほかの地区ではどのような扱いをするのか説明を願います。 

 それと、発行するのにどれぐらいの時間が１人当たりかかるか、それも伺って、28年１

月１日から発行ということで先ほど条例にものりました。そのことについて、３点ばかり

お伺いしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 
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〇泉町民課長 たくさんのご質問をいただきました。 

 まず、個人個人それぞれが持つ番号の通知カードの内容でございますけれども、浦幌町

にありましては10月30日から11月13日までの約２週間におきまして簡易書留によりまして

機構から2,365通が配達をされてございます。配達は世帯主さんという形になってございま

す。その後、不在等の理由から郵便局での保管期間、簡易書留でございますので、何回か

直接手渡すという作業がございますので、そういう手渡す作業等、約１週間程度だと思い

ますけれども、そういうような期間が過ぎて浦幌町の役場のほうに返還といいますか、役

場のほうで保管をするということになってございます。それが12月１日現在では155通、今

保管をしてございます。それぞれの個人に渡されなかった率としましては6.5％ぐらいとい

う形になってございますが、実は11月20日から12月１日までの間に209通があったのですけ

れども、その中で54通が既に本人から申し出がありまして交付しているということで、２

月１日現在では155通がまだ保管されているという状況になってございます。とりに来られ

ていない方々については、役場のほうでも今度は普通郵便でこういうことで私どものほう

で保管していますというようなことで、簡易書留ですとどうしても本人に会わなければい

けないという作業が出てきますけれども、普通郵便でありますと届いていますので、郵便

箱その他に入っていれば、それを見ていただければそういう状況にあるということも確認

できるというようなことから、普通郵便でその方々に通知をしてございます。またあわせ

て、広報紙でもそういうような内容の方についてはうちで保管していますよという部分を

掲載させていただいているということになってございます。一応うちのほうでも、やはり

その部分については大事な番号でございますので、鍵のかかる場所に保管をして、国が示

す所定の様式、受け払い簿みたいなものがあるのですけれども、そこに台帳管理をしなが

ら処理計画を行うということになってございます。 

 先ほどお話のありました、今回の情報化推進管理の部分でございますけれども、これは

あくまでも個人番号カード、通知カードではございませんで、本人それぞれが機構のほう

に申請をいたしまして、身分証明書等でも使えるような顔写真の入ったこの交付が来年の

１月１日以降されるというようなことで、交付場所の指定ということがされています。こ

れについては、私どもの役場の本庁、それから支所と、この２つを指定しておりまして、

ここから交付するという形になってございます。 

 そんな中で、地域の方々に役場本庁１カ所ですと、やはり上浦幌の方々に非常にご不便

をおかけするという形もございまして、そういうような部分を極力排除しながらスムーズ

な交付手続ができるようにということで今回追加で備品等、それからシステム等の経費を

追加させていただいたと。１月の発車でございますので、12月中にはそれらのものが整理

できるという見通しの中で今回させていただきました。本来であれば、全体の計画がある

ときに先にさせていただければよかったのですが、なかなか整理の問題もありまして、今

回遅くなりましたけれども、そういうような形で整理をさせていただこうというふうに考

えてございます。 
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 それから、この交付事務に当たりましては、職員をもっていろんな顔認証の問題であり

ますとか、個人のパスワードの問題であるとか、いろんな問題が出てきます。そういうこ

とから、職員においていろんなお客さんの、住民皆さんの受け答えなり操作の方法なりと

いうものを考えていきたいというようなことで今整備をしようということでしておりま

す。時間的なことなのですが、時間的なことは考えておりません、はかってはおりません

けれども、非常に多くの方が、特に若い方がそういうものの交付を求められるであろうと

いうふうに思ってございます。通常その時間の中では当然仕事をなさっているということ

もありますし、特にお昼休みであるとか、そういうときに集中してやはり多くなるだろう

ということで、そこの部分の職員に対しても少し人員をやりくりしながら整理をしたいと、

対応したいと、このように考えてございます。また、あわせて夜間、例えば週３回程度に

なるか４回程度になるか、今模索中でありますけれども、やはり先ほども申し上げました

ように仕事の関係もありますので、お昼休み、それから夜間、機械を動かせるのが大体７

時ぐらいまでというふうになってございますので、町のシステム的な問題もございますの

で、大体７時ぐらいまで開設をしながら、そういうような方々への対応をしていきたい、

このようなことで今考えているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 殺到するかもしれないという前提のもとでいろいろとやらなければならない

と。そして、今私が問題に思っているのは、たまたま町から離れている車のないお年寄り

のところに来たらしくて、そのとき留守だったのです。それで、まだ本人受け取っていな

いのです。たまたまどうしたらいいだろうということで調べましたら、本人が印鑑を持っ

て身分の何かわかるものを持って役場の窓口へ来なくてはいけないというふうなお伺いを

したことがありました。それで、車もない、循環バスというのですか、コミバスもまだあ

りません。まさか患者バスに乗るわけにもいきませんし、そういうちょっと留守の間に来

ていったものが受け取れなくて非常に残念がっていますから、いずれは連れてきてあげよ

うかなとは思っていますけれども、そういうお役所的というか、ほかの郵便物でしたら再

発送していただける場合がありますよね、書留にしたって何にしたって。そういう文書で

出すのですけれども、あなたのはここにありますよという、155人の方に出すのでしょうけ

れども、その方は多分いろいろな、車のない方もいらっしゃるし、病院に入っている方も

いらっしゃるかと思うのです。その辺の把握は、全然町のほうではしていただけないので、

ただ発送して取りに来いというようなことなのでしょうか。 

 それと、町民課と上浦幌支所に各１台というふうになっています。離れている直別、厚

内というところはどんなふうに処理していったらよろしいのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 まだ受け取られていない方の部分について、今の取り扱いについては先ほ
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ど説明したとおりです。 

 そういう中にあって、その文書の中にも記載してはございますけれども、どうしても行

けない、取りに来れないという方については、私どものほうに連絡をいただきながら、例

えば大事なものですから、職員一人でお届けするというわけにはいかないと思いますけれ

ども、そういうことも相談の上では可能かなというふうには思ってございます。 

 また、あわせて再度送付していただきたいというのであれば、また簡易書留という形に

なろうと思いますけれども、そういう形でも対応はできるかなというふうに思っておりま

す。 

 ですから、ある程度今回の発送に当たって、これは住民基本台帳法の基本的な部分で、

どこに誰が住んでいるかというのを掌握していなければいけないということで、事前には

いろいろと調べさせていただいて、例えば施設に入っている方だとか云々だとかというこ

とでいろいろな部分は対応してまいりました。でも、その後、私どもが掌握した後にやは

りそういうような事情において受け取られないという方も出てまいります。そんなことで、

全て今どこにいるのだということまでは、いろんな事情があって変化がありますので、押

さえていることはできませんけれども、逆にそういうような問い合わせを私どもにしてい

ただけるような方法をとりたいというようなこともあって、そういうような形を今させて

いただいているということでございます。まるっきり出しっ放しとか、そういうことでは

なくて、やはり一つの手段としてその方を確認できる、欲しいという確認ができるような

ことをということで今考えておりまして、本人の大事な番号でございますので、ぜひ取り

に来ていただけるようにということで、逆にそういうこともお知らせをいただければあり

がたいかなというふうに思ってございます。 

 先ほどの厚内地区の関係でございますけれども、あくまでも今浦幌町につきましては上

浦幌地域と市街地の中でそれを包括した部分で２つの中身での対応をしてございますの

で、厚内地区、直別地区ということではなくて、あくまでも市街地区という形の中で、大

変申しわけありませんけれども、そういうような部分で来ていただくというふうに処理は

しております。ですから、あくまでも交付場所というのは、ただ出せばいいというところ

ではなくて、あくまでも公的な施設で指定したものということになっておりますので、そ

れ以外の場所での交付ということは、出向いて交付するという、そういうような形は考え

ておりませんし、できないというふうにお伝えをしたいと思います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 非常にマイナンバー制度についてはいろんな問題が生じております。浦幌町

もそれに準じていろいろとソフトを変えたり、それから機械を買ったりということの準備

をされてきていました。どうしてもできない方には、何か連絡をいただければということ

で確認してよろしいでしょうか。私が知っている方は私が連れてきて、番号通知を出すよ

うに、もう写真や何かも全部用意して、ポストに入れればいいのですから、一番初めの手

続は。だから、そのようにしますけれども、何とかどうしても役所は役所の方法しかでき
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ない、ここまではできるけれども、これ以上はできませんよという一線があると思います。

大変いろんな意味で苦労されていることは重々わかっております。これからも町民に優し

い行政をお願いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 今私どもで保管しているのは、あくまでも通知カードということです。今

議員さんのおっしゃったことの最後の部分については個人カードでありますので、私ども

が今保管しているのは通知カードというご理解をひとつお願いしたいと。これは、それぞ

れ各個人が１つしか持たない番号ということでございますから、本当に大事なもの。どう

いうふうに利用するかは別の話といたしまして、自分一人一人が持つ番号であるというこ

とは確かなことでございますので、私どもとしてはその方々に何とか番号を届けたいと、

こういうようなことで今いろんな処理をしているということでございます。ですから、逆

に個人情報の部分も非常に絡んでまいりますので、この辺のことについても慎重に取り扱

わなければいけないというふうに思ってございますので、先ほど議員さんがおっしゃって、

車に乗せて連れてきてあげる、それはそれで大変ありがたいことだなというふうに思って

ございますし、ぜひそういう方がいらっしゃったら役場のほうに例えば持ってきてくれと

いうことが、体が不自由でどうしようもならないのだということの事情が確認できれば、

そのような方法も検討をしてみたいというふうに思ってございますので、ぜひその本人に

番号の届くような、また助言もいただければありがたいなというふうに思ってございます。 

 ぜひ町民に優しくと、ぜひというそのような形で、ぜひとも親切丁寧に渡したいなとい

うのは私どもの考え方でございますので、その辺については役所は役所のこういう意識だ

からこうだとか、そういうようなことを言う話でもございませんし、今言われる最終目的

の達成ができるような方法を常に考えていきたいと、このように思っております。 

 終わります。 

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88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、本案は原案のとおり可決されました。 
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    ◎日程第１７ 議案第８９号 

〇田村議長 日程第17、議案第89号 平成27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。 

〇岡崎産業課長 では、議案の13ページをごらん願います。あわせまして、議案説明資料

34ページをごらん願います。議案第89号 平成27年度浦幌町町有林野特別会計補正予算。 

 平成27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62万5,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ１億1,464万8,000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。 

 平成27年12月７日提出、浦幌町長。 

 14ページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては説明を省略させ

ていただきます。 

 次に、15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、総括につきま

しても説明を省略させていただきます。 

 このたびの補正につきましては、立木の売払収入、前年度繰越金、消費税額の確定に伴

います補正でございます。 

 16ページをごらんください。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76万7,000円を減額し、2,236万6,000円。 

 ３款繰入金、２項１目基金繰入金410万6,000円を減額し、2,781万7,000円。 

 ４款１項１目繰越金549万8,000円を追加し、550万8,000円でございます。 

 ３、歳出、１款１項１目財産管理費62万5,000円を追加し、1,897万7,000円でございます。 

 以上で補正予算の説明を終わらせていただきますので、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89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） 
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〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１８ 議案第９０号 

〇田村議長 日程第18、議案第90号 平成27年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予

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。 

〇泉町民課長 17ページをお開き願います。あわせまして、説明資料は35ページをごらん

願います。議案第90号 平成27年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算。 

 平成27年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ９万6,000円を減額し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ９億8,644万9,000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27年12月７日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正並びに歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総

括は省略を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、８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会

計繰入金９万6,000円を減額し、9,488万3,000円、その他一般会計繰入金。 

 ３、歳出、１款総務費、２項徴税費、１目賦課徴収費９万6,000円を減額し、190万5,000円、

これにつきましては十勝市町村税滞納整理機構への引き継ぎ額に係る分担金について、町

税と国民健康保険税の案分率がこのほど確定いたしましたので、補正を行うものでござい

ます。その割合につきましては、町税が61％、国民健康保険税が39％となる内容でござい

ます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

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90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。 
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（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１９ 議案第９１号 

〇田村議長 日程第19、議案第91号 平成27年度浦幌町介護保険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。 

〇泉町民課長 21ページをお開き願います。あわせまして、説明資料は36ページをごらん

願います。議案第91号 平成27年度浦幌町介護保険特別会計補正予算。 

 平成27年度浦幌町の介護保険特別会計補正予算（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27年12月７日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正並びに歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総

括は省略を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款国庫支出金、２項国庫補助金、２目地域

支援事業交付金19万9,000円の予算組み替えを行うものでございます。 

 ３款道支出金、３項道補助金、１目地域支援事業交付金10万円の同じく予算組み替えを

行うものです。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金10万円の予算組み替えを行うもの

でございます。 

 ３、歳出、４款１項地域支援事業費、１目介護予防事業費79万8,000円を減額し、622万

円。 

 ２項介護予防・日常生活支援事業費、１目一般介護予防事業費79万8,000円を追加し、79万

8,000円。 

 歳入歳出いずれも前倒しをした新しい事業へ移行するための経費を介護予防事業費から

介護予防・日常生活支援総合事業へ組み替えるものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

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） 
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〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第91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、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２０ 議案第９２号 

〇田村議長 日程第20、議案第92号 平成27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 26ページをごらん願います。あわせまして、説明資料37ページをご

らん願います。議案第92号 平成27年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算。 

 平成27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480万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ２億8,218万7,000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27年12月７日提出、浦幌町長。 

 次のページ、27ページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに次のページ、

歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましては説明を省略させていただきます。 

 29ページをごらん願います。今回の補正予算の主な内容につきましては、民間医院の閉

院に伴います患者様の増加並びにインフルエンザワクチンの販売価格高騰によります医薬

材料費不足による追加補正の内容でございます。 

 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480万円を追加し、7,071万

5,000円、１節一般会計繰入金480万円の追加、一般会計からの繰入金でございます。 

 ３、歳出、１款１項診療所費、２目医業費480万円を追加し、２億3,346万7,000円、11節

需用費、医薬材料費480万円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。 
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（「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92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、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２１ 議案第９３号 

〇田村議長 日程第21、議案第93号 平成27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。 

〇小川施設課長 議案書の30ページをごらん願います。あわせまして、説明資料38ページ

をごらん願います。議案第93号 平成27年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算。 

 平成27年度浦幌町の簡易水道特別会計補正予算（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105万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ３億4,874万6,000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27年12月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに32ページ、歳入歳出補

正予算事項別明細書の１、総括につきましては、説明を省略させていただきます。 

 33ページをごらん願います。このたびの補正につきましては、浄水場取水施設維持に係

る機械借り上げ料及び新築住宅等に係る水道メーター購入のための原材料費について追加

補正をするものでございます。 

 ２、歳入、３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金105万円を追加し、１億

4,528万1,000円、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50万円を追加し、7,483万3,000円、

浄水場取水施設維持に係る追加でございます。 

 ２款１項事業費、１目給水事業費55万円を追加し、7,893万9,000円、新築住宅等に係る

水道メーター購入に係る追加でございます。 

 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。 

（「なし」の声あり） 
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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93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、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２２ 選挙第７号 

〇田村議長 日程第22、選挙第７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27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にいたしたい

と思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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、廣川利明さん、杉江れい子さん、齋藤弘史さん、堀川眞一さん、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、ただいま指名した廣川利明さん、杉江れい子さん、齋藤弘史さん、堀川眞一さ

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、小山妙子さん、鳴海孝次さん、小山内寛

昌さん、廣瀨祐子さん、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） 
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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、廣瀨祐子さ

ん、以上４名の方が浦幌町選挙管理委員補充員に当選をされました。 

 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。議事の都合により、あすから12月12日までの５日間休会とし、12月

13日日曜日は休会の日ですが、多くの町民の皆さんに傍聴していただく日曜議会として午

後１時30分から本会議を開くこと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、あすから12月12日までの５日間、議事の都合により休会とし、12月13日は日曜

議会として午後１時30分から本会議を開くことに決定をいたしました。 

 

    ◎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 ２時２７分 


