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平成２５年第２回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

平成２５年６月１０日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 ２時４５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 報告第 ３号 株式会社ユーエム経営状況等報告について 

 日程第 ８ 報告第 ４号 平成２４年度浦幌町一般会計繰越明許費繰越計算について 

 日程第 ９ 報告第 ５号 平成２４年度浦幌町簡易水道特別会計繰越明許費繰越計算 

              について 

 日程第１０ 議案第３５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１１ 議案第３６号 財産の取得について 

              （ミキサーフィダー） 

 日程第１２ 議案第３７号 財産の取得について 

              （町立診療所エアコンディショナー） 

 日程第１３ 議案第３８号 浦幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更について 

 日程第１４ 議案第３９号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

 日程第１５ 議案第４０号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につい 

              て 

 日程第１６ 議案第４１号 平成２５年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第１７ 議案第４２号 平成２５年度浦幌町町有林野特別会計補正予算 

 日程第１８ 議案第４３号 平成２５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４４号 平成２５年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第２０ 議案第４５号 平成２５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４６号 平成２５年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算 

 日程第２２ 議案第４７号 平成２５年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 

〇出席議員（１３名） 

    １番  関  井  雅  明     ２番  差  間  正  樹 
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    ３番  安  藤  忠  司     ４番  中  尾  光  昭 

    ５番  二  瓶     隆          ６番  福  原  仁  子 

    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   鈴  木  宏  昌 

     まちづくり政策課長   菅  原     敏 

          町 民 課 長      小 路 谷  守  昌 

     保健福祉課長   熊  谷  晴  裕 

          産 業 課 長      大  山  則  幸 

     施 設 課 長   新  川  寿  雄 

     会計管理者   永  澤  厚  志（ＡＭ欠席 １３時２９分～出席） 

          診療所事務長      佐  藤  勇  人 

 

    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      吉  田  裕  明 

 

    監 査 委 員 

     代表監査委員   神  谷  敏  昭 
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〇出席議会事務局職員 

     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25年第２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25年第２回浦幌町議会定例会の運営について６月３日午前、議会運営委員会を開催

し、正副議長出席のもと、理事者より今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ので、報告いたします。 

 本定例会は、諸般の報告、各常任委員会報告、行政報告に続き、審議案件は報告３件、

一般議案は６件、補正予算７件であります。以上の内容を踏まえ、会期は本日６月10日よ

り６月17日までの８日間でお願いをいたします。本日は、諸般の報告、各常任委員会報告、

行政報告に続いて、報告第３号から第５号まで３件、一般議案は第35号から第40号まで、

続いて補正予算第41号から第47号まで合わせて13件を予定しております。一般質問につき

ましては、６月14日を予定いたしましたので、通告期限はあす11日正午までとなっており

ます。よろしくお願いいたします。 

 次に、議事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行って

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、議会運営委員会報告といたします。 

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、12番、野村俊博議員、１番、

関井雅明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６月17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６月17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25年５月27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25年５月10日から平成25年６月９日までの議長等の動静及び議員の派遣結果

報告並びに監査委員から提出のあった平成25年２月分から平成25年４月分までの現金出納

検査報告書につい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25年５月９日開会の第３回町議会臨時会で可決されましたＴＰＰ交渉参加断

固反対に関する要望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

関係大臣に提出をいたしました。 

 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、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より委員会調査報告をいたしま

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。 

 １、調査事件、浦幌町地域防災計画について。 

 ２、調査実施日、平成25年５月28日。 

 ３、調査の経過と結果、調査の経過と結果につきましては要旨のみ申し上げます。本委

員会は、昨年５月18日に海岸線地域における防災対策について所管事務調査を行い、その

後１年が経過、昭和56年に策定された浦幌町防災計画が今回見直され、平成24年度内に本

計画が完成するとの報告を受けたことから、今後発生するかもしれない災害に対して町民

の安全、安心を確保するためには地域の実情に即した計画が重要であり、その内容につい
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て確認が必要との考えから調査を実施いたしました。調査は、海岸線地域の現地視察を行

い、役場委員会室において聞き取り調査をする方法で行いました。 

 浦幌町地域防災計画の基本的な考え方として、自分の身は自分で守る自助、地域住民が

連携して助け合う共助、町、消防、警察などの防災関係機関が実施する防災対策、公助を

基本とし、それぞれが協力して防災対策を実施することが大切であり、教訓を生かした防

災体制の推進、地震（津波）災害対策の推進、風水害対策の推進、災害時避難対策の推進

について重点的に見直しを行っています。 

 最後に、所見といたしまして、自分の命は自分で守るということが大原則であるが、災

害弱者と言われる高齢者や障がいのある方を災害から守るためには自主防災組織の早期設

立は不可欠である。ついては自主防災組織が早急に結成されるよう努力されたい。また、

今後も防災訓練を実施し、広く町民の参加を促すとともに、防災意識の高揚に努めるよう

望むものであります。 

 以上、申し上げまして報告といたします。 

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調査報告をいたします。 

 本委員会に付託されました調査事件について調査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、模範牧場の運営状況について。 

 ２、調査実施期日、平成25年４月22日、現地及び聞き取り調査を行いました。５月９日、

委員会調査報告を協議したところであります。 

 ３、調査の経過と結果、本委員会は、午前９時から模範牧場敷地内で平成24年度に完成

したバンカーサイロと平成25年度に建設する畜舎予定地の説明を受けました。また、模範

牧場が所有する車両と作業機等の現地調査を行い、引き続き委員会室において指定管理者

制度導入後の実績数値及び管理状況について調査いたしました。模範牧場は、平成23年１

月１日より指定管理者制度に移行し、２年３カ月が経過しているところです。平成25年度

末で現在の指定期間が終了いたします。 

 ①、指定管理者制度導入後の実績数値について。牧場使用料、捕縛料につきましては、

平成24年度の実績数値と対前年比をあらわしてございます。平成24年度の夏期入牧頭数、

金額の減少につきましては、酪農家が飼料に余裕ができたことと農協の豊北牧場での一般

牛の入牧が可能となり、入牧料も模範牧場より安いことから若干の影響を受けている。冬

期舎飼料については、頭数、金額ともふえているが、浦幌町模範牧場設置及び管理等に関

する条例施行規則第８条第２項で家畜１頭につき１日当たりの飼料給与量をおおむねサイ

レージ、生体量の４％、濃厚飼料0.5キログラムと定めているため、利用者との満足度に差

異が生じている。 

 ②、バンカーサイロにつきましては、昆布刈石に平成24年度に当初計画されていた288平

方メートル４基が完成していました。本サイロには牧草サイレージが50から60ヘクタール
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分収容され、冬期間の飼料として確保されます。 

 ③、平成25年度建設される畜舎につきましては、バンカーサイロの北側に建築及び床面

積とも1,653.12平方メートル、木造平家建てで建設される予定であります。施設中央部が

給餌車の通路となっており、両端に餌場が設置されています。通路両側は育成牛20頭の牛

床が６床設定されており、240頭が収容できます。管理作業が効率的、効果的なつくりであ

りました。なお、今年度の11月１日から使用予定になっております。 

 ④、車両及び作業機等の更新につきましては、模範牧場が保有する車両及び作業機等に

ついてはそれぞれ整備は行き届いていました。なお、古いものでトラクターでは昭和51年

に導入し、既に36年を経過しているものも見受けられ、来年度以降年次計画により更新が

行われます。 

 所見といたしましては、１番、育成牛の増体につきましては、不満を持っている利用者

がいるため、配合飼料の給与量についてどの程度必要なのか専門家等の意見を聴取し、満

足度が増すよう検討するとともに、全体的な問題点、課題を整理して利用者の信頼を得る

よう努力されたい。 

 ２、意見交換回数をふやし、利用者の不満を払拭されるよう改善を望むものであります。 

 ３、模範牧場施設整備には多額の投資が行われます。これら計画内容を町内の酪農家全

戸に周知され、入牧については町内牛を優先するとともに、酪農振興の重要性を堅持し、

利用者増に向け対策が必要であります。 

 以上、産業建設常任委員会所管事務報告といたします。 

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25年５月９日から平成25年６月９日までの町長等の動静につきましては、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、厚内一時避難所造成工事ほか11件であります。 

 ３の委託業務入札結果につきましては、厚内避難道路調査測量設計委託業務ほか１件で

あります。 

 ４の物品購入入札結果につきましては、自走式芝刈り機購入ほか１件であります。 

 ５のその他については、特別ありません。 

 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 報告第３号 
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〇田村議長 日程第７、報告第３号 株式会社ユーエム経営状況等報告についてを議題と

いたします。 

 報告を求めます。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 報告第３号 株式会社ユーエム経営状況等報告について。 

 地方自治法第243条の３第２項の規定により、株式会社ユーエム平成24年度決算及び平成

25年度事業計画を次のとおり報告する。 

 平成25年６月10日提出、浦幌町長。 

 次のページをおめくり願います。経営状況等報告。平成24年４月１日から平成25年３月

31日まで。１、会社の概要、平成25年３月31日現在。 

 （１）商号、株式会社ユーエム。 

 （２）所在地、浦幌町字万年353番地70。 

 （３）会社設立、昭和63年12月22日。 

 （４）資本金、5,500万円、発行済み株式は1,100株でございます。株主数、１団体、４

会社。 

 （５）事業内容、①、浦幌町の委託事業、一般廃棄物処理施設を初め14事業、②、ギョ

ウジャニンニクを原料とした製品の製造販売及び地元生産品の販売、③、町営公衆浴場、

健康湯の指定管理でございます。 

 （６）従業員の状況、男性25名、女性９名、合計34名でございます。そのほか専務１名

であります。従業員の数につきましては、前期と同じでございます。 

 次、２、事業の概況について申し上げます。（１）委託事業について、委託業務について

は14事業、一般廃棄物処理施設、浄水場施設、下水道終末処理施設、学校給食配送、保育

園調理員補助員、養護老人ホーム施設管理、役場庁舎公務補、浦幌、上浦幌中学校公務補、

浦幌、厚内、上浦幌中央小学校公務補、幼稚園、保育園公務補、消防用設備点検の業務を

受託して行ってまいりました。職員体制は、一般廃棄物処理施設７名、浄水場施設４名、

下水道終末処理施設２名、学校給食配送２名、保育園調理員補助員１名、養護老人ホーム

施設管理１名、役場庁舎公務補１名、浦幌中学校公務補２名、上浦幌中学校公務補１名、

浦幌小学校公務補２名、厚内小学校公務補１名、上浦幌中央小学校公務補１名、保育園、

幼稚園公務補１名、健康湯の管理５名、嘱託職員１名の合計32名となっております。 

 （２）販売事業について、主力のギョウジャニンニクのうち、特に原料については価格

の安い外国産や栽培物が出回り、ここ一、二年横ばいの状態となっています。一昨年から

大手百貨店とお歳暮ギフトを提携し、市場拡大を目指してきたのとあわせ、浦幌町のふる

さと納税による注文が前年の３倍強あり、現在も前年度を大きく上回るペースで受注して

います。ただし、肉類を初めとして仕入れ原価が徐々に値上がりしているため、前年度の

売り上げから伸ばしたものの仕入れの額も増加しているのが現状です。 

 （３）健康湯事業について、平成23年度は留真温泉開業により前年度比18％の減となり
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ましたが、平成24年度は、若干でありますが、増加となりました。ポイント制度の導入や

イベントの実施などでお客様からご好評をいただいております。 

 次のページをお開き願います。平成25年３月31日現在の貸借対照表の要旨につきまして

は、説明を省略させていただきます。 

 平成24年４月１日から平成25年３月31日までの損益計算書の要旨について申し上げま

す。経常損益、営業損益の部、売上高１億5,483万9,032円、売り上げ原価1,528万1,802円、

営業利益62万251円、営業外損益、営業外収益17万4,802円、営業外費用６万6,539円、経常

利益72万8,514円、税引き前当期純利益72万8,514円、法人税等充当額20万6,000円、当期純

利益52万2,514円、前期繰越利益マイナス3,885万9,907円、当期未処分利益マイナス3,833万

7,393円。 

 次のページをお開き願います。平成25年度事業計画について申し上げます。１、委託事

業について、各事業所において自己の責務を全うし、公的事業に携わっている自覚を常に

持ち続けるよう日常から啓蒙してまいります。 

 ２、販売事業について、平成24年度の総括をもとに販売の強化を目指します。一昨年よ

り十勝うまいもの便として郵便局と提携してお歳暮ギフトの取り扱いを行ってきました

が、今年度からは札幌にあります百貨店とお中元ギフトの開始と全道12の道の駅で推薦す

る道の駅グルメ特集に選ばれ、１年間頒布することとなりました。また、ギョウジャニン

ニクに関しては、四国一円で展開するピザチェーンに原料を供給することが決まっており

ます。１、さらなる販売拡大を目指しての商談会、販売イベントの取り組み、２、道の駅

及び販売店への商品の安定供給、３、生食の販売拡大、４、浦幌町内生産品の普及宣伝と

取り扱いの拡大、以上の４つの柱を事業として展開してまいります。 

 ３、健康湯事業について、新たに５年間の指定管理者として指定していただきました。

前年度の実績をさらに上回り、事業が安定するよう、①、環境整備の強化、②、サービス

の向上とあわせ公平な接客対応、③、お客様ニーズを常に考える職場づくりを従業員が共

有するよう努力してまいります。 

 次のページをごらん願います。平成25年度事業総括収支計画について申し上げます。事

業収入、販売事業2,500万円、受託事業及び指定管理事業１億3,432万7,894円、事業収入合

計といたしまして１億5,932万7,894円、事業支出、販売事業の部でございますが、商品及

び原料費1,150万円、営業経費及び管理費850万円、計2,000万円、受託事業及び指定管理事

業にかかわります各事業所支出経費１億2,697万488円、一般管理経費735万7,406円、計１

億3,432万7,894円、事業支出合計といたしまして１億5,432万7,894円でございまして、粗

利益として500万円を見込んでいるものでございます。 

 次のページの平成25年４月１日現在の株式会社ユーエム役員名簿につきましては、ごら

んおきを願います。 

 以上で株式会社ユーエム経営状況等報告の説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 報告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。 

 これで報告第３号を終わります。 

 

    ◎日程第８ 報告第４号 

〇田村議長 日程第８、報告第４号 平成24年度浦幌町一般会計繰越明許費繰越計算につ

いてを議題といたします。 

 報告を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 報告第４号 平成24年度浦幌町一般会計繰越明許費繰越計算について。 

 地方自治法施行令第146条第２項の規定により、平成24年度浦幌町一般会計の繰越明許費

繰越計算について、次のとおり報告する。 

 平成25年６月10日提出。 

 次のページをごらんおき願います。平成24年度浦幌町一般会計繰越明許費繰越計算書。

この計算書につきましては、平成25年第１回町議会定例会におきまして一般会計補正予算

繰越明許費補正にかかわりますご議決をいただいた内容の報告計算書でございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、事業名、浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備事業、

８目道営土地改良事業費にかかわるもので、暗渠排水、心土破砕、区画整理の事業でござ

います。金額5,375万3,000円のうち翌年度繰越額が2,280万8,000円となるもので、財源の

内訳につきましては国、道支出金709万円、その他918万8,250円、一般財源652万9,750円と

なるものでございます。事業名、浦幌地区農業体質強化基盤整備促進事業、10目団体営土

地改良事業費にかかわるもので、暗渠及び排水路の整備の内容でございます。金額2,300万

円のうち2,300万円が翌年度繰り越しの内容であります。国、道支出金が1,725万円、その

他575万円が財源の内容でございます。 

 ８款土木費、２項道路橋梁費、厚内上厚内線路面性状調査事業にかかわるもので、３目

道路建設補助事業費におけるものでございます。路面の状況調査委託にかかわるもので、

金額200万円にかかわるものにつきまして翌年度繰越額全額の200万円でございます。財源

は、140万円を国、道支出金に、一般財源を60万円とするものでございます。 

 計、金額7,875万3,000円のうち翌年度繰越額4,780万8,000円、財源の内訳につきまして

は国、道支出金2,574万円、その他1,493万8,250円、一般財源712万9,750円となるものでご

ざいます。 

 以上で報告説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 報告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。 

 これで報告第４号を終わります。 
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    ◎日程第９ 報告第５号 

〇田村議長 日程第９、報告第５号 平成24年度浦幌町簡易水道特別会計繰越明許費繰越

計算についてを議題といたします。 

 報告を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 報告第５号 平成24年度浦幌町簡易水道特別会計繰越明許費繰越計算に

ついて。 

 地方自治法施行令第146条第２項の規定により、平成24年度浦幌町簡易水道特別会計の繰

越明許費繰越計算について、別紙のとおり報告する。 

 平成25年６月10日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。平成24年度浦幌町簡易水道特別会計繰越明許費繰越計算

書。 

 ２款１項事業費、事業名、下浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備事業、金額7,950万

6,000円、翌年度繰越額5,375万2,000円、北海道が事業主体の下浦幌地区の営農用水に係る

負担金で、平成25年度の予定事業を前倒しで治水管路2,678メーターを整備する内容でござ

います。 

 以上で報告を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

〇田村議長 報告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。 

 これで報告第５号を終わります。 

 

    ◎日程第１０ 議案第３５号 

〇田村議長 日程第10、議案第35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。 

〇鈴木総務課長 議案第35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25年６月10日提出。 

 次のページをごらんおき願います。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。 

 改正内容につきましては、議案説明資料をもってご説明させていただきますので、説明

資料１ページをごらんおき願います。１、改正の趣旨でございますけれども、平成10年度
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に建設されました北海道市町村職員共済組合投資住宅の償還が完了し、２棟４戸が譲渡さ

れたことによる別表１への追加と現在６棟10戸あります上浦幌中央小学校の教員住宅につ

いて今後の児童数の推移から教員定数は８名が上限となるため、余剰となる１棟２戸を用

途変更し、別表２から削除する内容でございます。 

 改正の内容でございますけれども、最初に別表１の関連でございます。追加する案件と

いたしまして、建設年度、平成10年度、位置名、北町、構造、木造平家建て、１戸当たり

面積65.81平方メートル、使用料１万6,400円、戸数４戸でございます。これが改正の趣旨

でご説明させていただきました北海道市町村職員共済組合投資住宅の譲渡の関連でござい

ます。 

 また、別表２の関連でございますけれども、別表２から削除するものとして、建設年度、

昭和54年度、位置名、宝生、学校名、上浦幌中央小学校、構造、木造平家建て、１戸当た

り面積57.5平方メートル、使用料9,800円、戸数２戸のものでございます。これが先ほど申

し上げました上浦幌中央小学校の教員住宅にかかわるものでございます。 

 施行期日につきましては、この条例は、公布の日から施行し、平成25年４月１日から適

用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35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１１ 議案第３６号 

〇田村議長 日程第11、議案第36号 財産の取得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。 

〇大山産業課長 議案第36号 財産の取得について。 

 次のとおり財産を取得したいので、地方自治法第96条第１項第８号及び議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により議会の議決を求め

る。 
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 平成25年６月10日提出、浦幌町長。 

 記、１、取得する財産、ミキサーフィダー１台。 

 ２、取得価格、793万8,000円。 

 ３、契約の方法、指名競争入札。 

 ４、契約の相手方、河西郡芽室町東芽室基線７番地20、有限会社アグリインデックス代

表取締役、竹内政則。 

 参考といたしまして、仮契約年月日、平成25年５月31日、納期、平成25年10月31日。 

 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36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３７号 

〇田村議長 日程第12、議案第37号 財産の取得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。 

 町立診療所事務長。 

〇佐藤診療所事務長 議案第37号 財産の取得について。 

 次のとおり財産を取得したいので、地方自治法第96条第１項第８号及び議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により議会の議決を求め

る。 

 平成25年６月10日提出、浦幌町長。 

 記、１、取得する財産、浦幌町立診療所エアコンディショナー、室内機21台、室外機19台。 

 ２、取得価格、1,081万5,000円。 

 ３、契約の方法、指名競争入札。 

 ４、契約の相手方、十勝郡浦幌町字末広町１番地、株式会社竹田そうご電器代表取締役、

竹田和真。 

 参考といたしまして、仮契約年月日、平成25年５月31日、納期、平成25年７月31日。 

 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申し上げます。 
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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37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１３ 議案第３８号 

〇田村議長 日程第13、議案第38号 浦幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更につ

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。 

〇菅原まちづくり政策課長 議案第38号 浦幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更

について。 

 過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項において準用する同条第１項の規定により、

浦幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部を次のように変更する。 

 平成25年６月10日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。浦幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更。 

 浦幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部を次のように変更する。 

 自立促進施策区分、２、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進、事業名、

（10）過疎地域自立促進特別事業欄の事業内容に移住・交流・若者の定住促進対策事業及

び地域公共交通確保事業を追加するもので、事業主体はいずれも町でございます。 

 次に、自立促進施策区分、３、生活環境の整備、事業名、（４）消防施設欄の事業内容に

消防救急無線デジタル化共同整備事業を追加するもので、事業主体は十勝圏複合事務組合

でございます。 

 次に、自立促進施策区分、５、医療の確保、事業名欄に（１）診療施設、診療所を追加

し、事業内容に町立診療所医療機器更新事業を追加するもので、事業主体は町でございま

す。 

 次に、自立促進施策区分、６、教育の振興、事業名、（１）学校教育関連施設欄に給食施

設を追加し、事業内容に給食センター真空冷却機外更新事業を追加するもので、事業主体

は町でございます。 
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 本計画の一部変更につきましては、議案説明資料２ページから４ページをもって説明さ

せていただきます。 

 なお、大変申しわけございませんが、説明資料の内容に一部誤りがございましたので、

訂正方よろしくお願いいたします。訂正場所は３ページであります。事業計画の一部変更

の表であります。お手元に訂正資料が配付されていると思いますが、自立促進施策区分、

５、医療の確保、事業名、（１）診療施設の行の数値を削除して、次の行の事業内容、町立

診療所医療機器更新事業の行の変更後の数値をそのまま上段に転記していただく内容でご

ざいます。今後このような間違いがないよう十分注意いたしますので、よろしくお願いい

たします。お手を煩わせまして申しわけございませんでした。 

 それでは、説明に入らせていただきます。説明資料２ページをごらん願います。１、変

更の主な理由でございますが、過疎債適用申請事業の追加に伴う事業内容の追加により、

過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項の規定に基づく計画の変更を行うものでござい

ます。 

 ２の変更の内容でございますが、今回の変更につきましては５件の事業を追加するもの

でございます。追加事業の詳細につきましては、次のページ、参考資料の事業計画の一部

変更の表により説明させていただきます。３ページをごらんいただきます。自立促進施策

区分、２、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進、事業名、（10）過疎地域自

立促進特別事業の事業内容、移住・交流・若者の定住促進対策事業につきましては、平成

25年度から平成27年度までの概算事業費2,444万円をもって従来の地域への愛着を育む事

業、子どもの想い実現事業、農村つながり体験事業の３事業に新たに若者のしごと創造事

業を加えたうらほろスタイル推進事業と移住体験希望者のサポートを行う移住・交流コン

シェルジュ事業を行い、町への移住、交流人口の増加、若者の定住促進を図る計画でござ

います。また、公共交通確保事業につきましては、平成25年度から平成27年度までの概算

事業費2,590万円をもって本町の既存する各種バス運行事業の公共交通体系のあり方を模

索し、市街地地域の活性化や車を持たない交通弱者の足の確保など、本町の実態に即した

交通システムの構築を図る計画でございます。 

 次に、自立促進施策区分、３、生活環境の整備、事業名、（４）消防施設の事業内容、消

防救急無線デジタル化共同整備事業につきましては、平成25年度概算事業費880万円をもっ

て十勝消防広域化推進にかかわる電波法の改正に対応した消防救急無線等の実施設計を行

う事業で、十勝管内全市町村による広域事業であります。 

 次に、自立促進施策区分、５、医療の確保、事業名、（１）診療施設、診療所の事業内容、

町立診療所医療機器更新事業につきましては、平成25年度から平成27年度までの概算事業

費6,140万円をもって古くなった医療機器を順次更新していく計画でございます。 

 次に、自立促進施策区分、６、教育の振興、事業名、（１）学校教育関連施設、給食施設

の事業内容、給食センター真空冷却機外更新事業につきましては、平成25年度概算事業費

850万円をもって真空冷却機１台、スチームコンベクションオーブン１台を更新する計画で
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あります。 

 以上で追加事業における各事業内容を説明いたしましたが、本計画の事業費の総計でご

ざいますが、総計の欄におきまして変更前の概算事業費が59億1,946万1,000円であったも

のを１億2,904万円を追加し、60億4,850万1,000円に、また各年度別では平成25年度が

7,690万円を追加し、９億3,781万1,000円、平成26年度が3,020万円を追加し、８億8,479万

4,000円、平成27年度が2,190万円を追加し、７億9,202万6,000円となるものであります。 

 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） 

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38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３９号 

〇田村議長 日程第14、議案第39号 北海道市町村総合事務組合規約の変更についてを議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 議案第39号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について。 

 地方自治法第286条第１項の規定により、北海道市町村総合事務組合規約を次のように変

更する。 

 平成25年６月10日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんおき願います。北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規

約。 

 北海道市町村総合事務組合規約（平成７年３月７日市町村第1973号指令）の一部を次の

ように変更する。 

 別表第１中「空知総合振興局（34）」を「空知総合振興局（35）」に改め、「空知中部広域

連合」の次に「、北空知圏学校給食組合」を加える。 

 別表第２第９項中「空知中部広域連合」の次に「、北空知圏学校給食組合」を加える。 

 附則、この規約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第１項の規定による総務
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大臣の許可の日から施行する。 

 この変更につきましては、別表第１中、空知総合振興局のところの括弧書きの数字34、

35とそれぞれございますけれども、このことにつきましては空知総合振興局管内の構成加

入団体数の数字でございます。なお、内容につきましては、議案説明資料５ページをお開

き願います。５ページをもって説明させていただきたいと思います。変更の理由及び内容

でございますけれども、空知総合振興局管内における北空知圏学校給食組合の加入に伴い、

地方自治法第286条第１項の規定によりそれぞれの組合規約の一部を改正するものでござ

います。 

 施行期日につきましては、地方自治法の規定によりまして総務大臣の許可の日から施行

するという内容のものでございます。 

 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39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１５ 議案第４０号 

〇田村議長 日程第15、議案第40号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更

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。 

〇鈴木総務課長 議案第40号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につい

て。 

 地方自治法第286条第１項の規定により、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約を

次のように変更する。 

 平成25年６月10日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんおき願います。北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部

を変更する規約。 

 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約（昭和43年５月１日地方第722号指令許可）
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の一部を次のように変更する。 

 別表第１に「北空知圏学校給食組合」を加える。 

 附則、この規約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第１項の規定による総務

大臣の許可の日から施行する。 

 なお、内容の説明につきましては、議案説明資料５ページをごらんおき願います。先ほ

どの北海道市町村総合事務組合規約の内容と同じで、空知総合振興局管内におきます北空

知圏学校給食組合の本組合にかかわります加入に伴う規約の改正の内容でございます。 

 施行期日につきましても同じように総務大臣の許可の日から施行するという内容のもの

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40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） 

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。 

 

午前１０時５４分  休憩 

午前１１時１３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１６ 議案第４１号 

〇田村議長 日程第16、議案第41号 平成25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。 
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 総務課長。 

〇鈴木総務課長 議案第41号 平成25年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成25年度浦幌町の一般会計補正予算（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7,043万8,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ59億7,543万8,000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。 

 （地方債） 

 第２条 地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

 平成25年６月10日提出。 

 次の２ページ、第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略をさせていただきます。 

 ５ページをごらんおき願います。第２表、地方債補正、変更、起債の目的、過疎対策事

業、限度額３億5,180万円、建築物解体事業220万円、地域公共交通確保事業、補正前につ

きましてはゼロ円でございます。補正後につきましては、限度額、過疎対策事業におきま

しては３億6,130万円、建築物解体事業におきましては420万円で200万円の追加の内容でご

ざいます。説明資料６ページに記載のとおり、既定予算の財源措置によるものでございま

す。地域公共交通確保事業の補正後の限度額につきましては、750万円を追加するものでご

ざいまして、説明資料７ページから８ページに記載のとおり、既定予算の財源措置を行う

ものでございます。緊急防災・減災事業、補正前の限度額２億円、役場庁舎耐震・防災改

修事業、限度額ゼロ円に対しまして、補正後におきましては緊急防災・減災事業が２億

3,300万円、役場庁舎耐震・防災改修事業が3,300万円で3,300万円の追加となるもので、説

明資料6ページに記載のとおり、補正予算の財源措置に当たるものでございます。計、補正

前の限度額８億1,490万円に対しまして補正後限度額８億5,740万円となるもので、起債の

方法、利率、償還の方法につきましては、それぞれ補正前の内容と同じでございます。 

 ６ページをごらんおき願います。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、省略をさせていただきます。 

 ８ページをごらんおき願います。２、歳入、14款道支出金、２項道補助金、１目総務費

道補助金37万4,000円を追加し、47万9,000円は、１節総務費補助金でございまして北海道

消費者行政活性化事業補助金で、説明資料６ページに記載のとおり、既定予算の財源措置

を行うものでございます。 

 ２目民生費道補助金6,000円を追加し、985万9,000円は、１節社会福祉費補助金6,000円

の追加で障害者自立支援法円滑化特別対策事業補助金の内容で、説明資料８ページに記載

のとおりでございます。 

 ３項委託金、４目商工費委託金22万1,000円を追加し、149万2,000円は、２節観光費委託

金の内容で道道本別浦幌線美園駐車場清掃業務委託金の内容でありまして、説明資料11ペ
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ージに記載のとおりでございます。 

 ６目教育費委託金、補正前額ゼロ円で、新たな目を設けるもので補正額34万6,000円を追

加する内容であります。１節学校教育費委託金34万6,000円で、説明資料14ページに記載の

とおりでございます。 

 16款１項寄附金、２目指定寄附金100万円を追加し、800万1,000円は、１節指定寄附金で、

説明資料15ページに記載のとおりでございます。 

 17款繰入金、２項１目基金繰入金2,599万1,000円を追加し、8,311万1,000円は、１節基

金繰入金で財政調整基金繰入金2,407万1,000円、地域振興基金繰入金192万円をそれぞれ繰

り入れるものでございます。 

 20款１項町債、１目総務債4,250万円を追加し、２億6,150万円は、１節総務債の内容で

建築物解体事業債200万円、役場庁舎耐震・防災改修事業債3,300万円、地域公共交通確保

事業債750万円につきましては、それぞれ先ほどの地方債補正の内容によるもので、また説

明資料６ページから７ページにかけての記載の内容で、それぞれ既定予算の財源措置の対

応でございます。 

 ３、歳出、恐れ入ります。歳出の説明に入る前に人件費につきまして一括して説明をさ

せていただきます。人件費につきましては、４月１日付新規採用及び人事異動に伴います

科目間変更及び昇格に伴います管理職手当の増、共済負担金の負担金率確定によります更

正減の内容で、一般会計、特別会計合わせて２節給料、３節職員手当等、４節共済費合計

で1,026万7,000円の更正減となるものでございます。なお、内容説明については省略をさ

せていただきまして、項目のみ朗読の説明をさせていただきます。 

 １款１項１目議会費５万6,000円を減額し、7,630万3,000円は、４節共済費５万6,000円

の更正減でございます。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費2,082万8,000円を追加し、３億3,431万

8,000円は、２節給料418万8,000円、３節職員手当等136万9,000円、４節共済費661万

5,000円、それぞれ更正減の内容であります。13節委託料3,300万円は、調査設計委託料と

して、説明資料６ページに記載のとおり、役場庁舎の耐震改修及び防災改修の実施設計委

託費でございます。 

 ７目企画費650万6,000円を追加し、7,474万8,000円は、12節役務費6,000円の追加、手数

料の内容で、説明資料７ページに記載のとおり、地デジ難視聴対策にかかわります無線局

の再免許申請の手数料でございます。15節工事請負費650万円の追加は、説明資料７ページ

に記載のとおり、光ファイバーケーブルにかかわります電柱及びケーブル添架における移

設費用でございます。 

 ８目支所費29万9,000円を追加し、1,814万円は、２節給料５万円、３節職員手当等28万

5,000円のそれぞれの追加の内容で、また次のページに移りまして４節共済費３万6,000円

の更正減の内容であります。 

 13目諸費405万円を追加し、4,150万円は、19節負担金、補助及び交付金で浦幌町生活交
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通ネットワーク計画協議会負担金の内容でありまして、説明資料７ページに記載のとおり

でございます。 

 ２項徴税費、１目税務総務費332万3,000円を減額し、2,245万2,000円は、２節給料169万

1,000円、３節職員手当等67万9,000円、４節共済費95万3,000円のそれぞれ更正減でござい

ます。 

 ３項１目戸籍住民登録費142万円を追加し、2,194万7,000円は、２節給料87万2,000円、

３節職員手当等12万1,000円、４節共済費42万7,000円のそれぞれ追加の内容でございます。 

 ４項選挙費、１目選挙管理委員会費８万円を追加し、1,066万7,000円は、３節職員手当

等８万円の追加の内容であります。 

 ５項統計調査費、１目統計調査総務費32万5,000円を減額し、1,335万3,000円は、２節給

料10万9,000円の追加、３節職員手当等41万1,000円、４節共済費２万3,000円のそれぞれ更

正減の内容であります。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費686万3,000円を減額し、３億3,011万

1,000円は、２節給料270万4,000円、３節職員手当等194万2,000円のそれぞれの更正減、次

のページに移りまして４節共済費164万7,000円の更正減でございます。また、20節扶助費

１万円の追加につきましては、新体系定着支援事業給付費で、説明資料８ページに記載の

とおりでございます。28節繰出金58万円の更正減は、国民健康保険事業特別会計繰出金の

内容でありまして、本補正予算書特別会計の予算書30ページの関連の内容であります。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費３万8,000円を減額し、1,375万4,000円は、３節職

員手当等８万円の追加、４節共済費11万8,000円の更正減でございます。 

 ３目認可保育園運営費218万3,000円を減額し、9,663万7,000円は、２節給料92万5,000円、

３節職員手当等45万5,000円、４節共済費80万3,000円のそれぞれ更正減の内容でございま

す。 

 ４目へき地保育所運営費153万5,000円を減額し、3,320万7,000円は、２節給料72万

4,000円、３節職員手当等30万円、４節共済費51万1,000円のそれぞれ更正減の内容であり

ます。 

 ６目子ども発達支援センター運営費７万7,000円を減額し、1,755万4,000円は、４節共済

費の更正減の内容であります。 

 ８目子育て支援センター費５万円を減額し、1,594万4,000円は、３節職員手当等２万

1,000円の追加、４節共済費７万1,000円の更正減の内容でございます。 

 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費578万8,000円を減額し、１億7,661万4,000円は、

28節繰出金の内容で介護保険特別会計への繰出金の578万8,000円の更正減でございまし

て、介護保険特別会計にかかわります補正予算書34ページに関連するものでございます。 

 ３目老人ホーム費1,542万4,000円を追加し、１億9,177万4,000円は、２節給料821万

5,000円、３節職員手当等337万5,000円、４節共済費383万4,000円、それぞれ追加の内容で

ございます。 
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 次の14ページをごらんおき願います。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務

費414万6,000円を追加し、１億7,623万8,000円は、２節給料214万8,000円、３節職員手当

等104万円、４節共済費90万1,000円のそれぞれ追加の内容でございます。７節、126万円の

追加につきましては、説明資料８ページに記載のとおり、職員の産前産後休暇及び育児休

業に伴う代替臨時職員の賃金でございます。28節繰出金は、簡易水道特別会計への繰出金

で、120万3,000円の更正減につきましては簡易水道特別会計の補正予算書関連の47ページ

に関連するものでございます。 

 ２目予防費29万2,000円を追加し、1,333万7,000円は、12節役務費8,000円の追加、手数

料の追加でございまして、説明資料９ページに記載のとおり、医療用廃棄物処理の手数料

でございます。18節備品購入費28万4,000円の追加は、説明資料９ページに記載のとおり、

予防接種ワクチン保冷庫の購入に係るものでございます。 

 ３目環境衛生費86万5,000円を減額し、3,246万2,000円は、28節繰出金において個別排水

処理特別会計への繰出金の86万5,000円更正減の内容でありまして、個別排水特別処理会計

の補正予算の43ページに関連するものでございます。 

 ５目医療対策費217万2,000円を追加し、１億91万8,000円、28節繰出金におきまして浦幌

町立診療所特別会計への繰出金217万2,000円の追加となるもので、浦幌町立診療所特別会

計補正予算39ページに関連するものでございます。 

 ５款労働費、１項１目労働諸費192万円を追加し、527万7,000円は、19節負担金、補助及

び交付金で雇用促進事業補助金に係るもので、説明資料９ページに記載のとおり、浦幌町

雇用促進事業補助金における交付対象者の増に伴うものでございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費410万7,000円を追加し、3,436万

8,000円は、２節給料223万4,000円、３節職員手当等77万2,000円、４節共済費110万1,000円

のそれぞれ追加の内容でございます。 

 ２目農業総務費395万5,000円を減額し、4,092万5,000円は、２節給料195万9,000円、３

節職員手当等72万7,000円、４節共済費126万9,000円のそれぞれ更正減の内容でございま

す。 

 ５目畜産振興費200万円を追加し、１億3,213万8,000円は、15節工事請負費におきまして、

説明資料９ページから10ページに記載のとおり、国の平成25年度公共工事設計労務単価に

ついての運用に係る特例措置に対応するものでございます。 

 ２項林業費、１目林業総務費108万6,000円を減額し、1,635万4,000円は、２節給料26万

3,000円、３節職員手当等63万8,000円、４節共済費18万5,000円のそれぞれ更正減の内容で

ございます。 

 次に、16ページに移りまして、４目うらほろ森林公園管理運営費33万円を追加し、2,473万

3,000円は、11節需用費におきます修繕料の内容で、説明資料10ページに記載のとおり、森

林公園オートキャンプ場及びみのり館駐車場における施設の修繕に対応するものでござい

ます。 
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 ３項水産業費、１目水産業総務費８万円を追加し、875万4,000円は、３節職員手当等８

万円の追加の内容であります。 

 ２目水産業振興費50万円を追加し、2,037万2,000円は、15節工事請負費におきまして国

の平成25年度公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置によるもので、説明資

料10ページに記載のとおりでございます。 

 ７款１項商工費、１目商工振興費13万2,000円を追加し、１億1,997万円は、４節共済費

９万1,000円の更正減、19節負担金、補助及び交付金22万3,000円の追加につきましては地

場工業等振興補助金で、説明資料10ページから11ページにかけて記載のとおり、奨励金交

付対象事業所の増に伴うものでございます。 

 ２目観光費115万2,000円を追加し、3,020万1,000円、13節委託料９万2,000円の追加は、

管理業務委託料で、説明資料11ページに記載のとおり、国の平成25年度公共工事設計労務

単価についての運用に係る特例措置に対応するものでございます。18節備品購入費106万円

の追加につきましては、説明資料11ページに記載のとおり、指定寄附によります木質ペレ

ットストーブの購入に係る費用でございます。 

 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費376万1,000円を追加し、2,154万2,000円

は、２節給料179万7,000円、３節職員手当等102万8,000円、４節共済費93万6,000円の追加

によるものでございます。 

 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費27万円を減額し、4,537万5,000円は、３節職員手

当等13万8,000円、４節共済費13万2,000円のそれぞれ更正減の内容であります。 

 ２目道路維持事業費300万円を追加し、5,443万4,000円は、15節工事請負費におきまして、

説明資料12ページに記載のとおり、町道の一部補修に伴います費用でございます。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費330万1,000円を追加し、5,611万9,000円は、２節給料148万

7,000円、３節職員手当等15万5,000円、４節共済費65万9,000円のそれぞれ追加の内容でご

ざいます。15節工事請負費100万円の追加にかかわりましては、説明資料12ページに記載の

とおり、国の平成25年度公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置に対応する

ものでございます。 

 次に、18ページに移らせていただきまして、２目公営住宅建築費326万1,000円を追加し、

１億3,041万9,000円、17節公有財産購入費326万1,000円を追加する内容でございます。こ

のことにつきましては、説明資料12ページに記載のとおり、平成25年度公共工事設計労務

単価についての運用に係る特例措置による追加する内容のものでございます。また、この

ことにつきましては、買い取り事業にかかわりますこの購入費の内容でございまして、今

般の中でその増額を図るものの内容となるものでございます。 

 ９款１項消防費、３目消防施設費1,550万円を追加し、6,607万9,000円は、19節負担金、

補助及び交付金で東十勝消防事務組合負担金浦幌消防施設費の内容でありまして、説明資

料13ページに記載のとおりでございます。このことに関連しましては、参考として本予算

書の22ページに記載をしてございますので、22ページをごらんおき願います。参考、東十
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勝消防事務組合一般会計予算浦幌町分として載せてございます。歳入、１款分担金及び負

担金、１項負担金、１目消防負担金、補正額1,550万円を追加し、２億9,940万8,000円、１

節消防負担金でございますけれども、町からの負担金の内容であります。 

 歳出、３款１項消防施設費、４目浦幌消防施設費1,550万円を追加し、6,607万9,000円、

13節委託料50万円は設計委託料、15節工事請負費1,500万円でございますけれども、いずれ

も説明資料13ページに記載のとおり、上浦幌分遣所消防吏員待機宿舎新築工事に伴います

設計委託及び工事請負費の内容でございます。 

 18ページにお戻りいただきたいと思います。４目災害対策費150万円を追加し、２億

4,558万9,000円は、15節工事請負費150万円の追加で、説明資料13ページに記載のとおり、

災害に伴う停電対策として避難所となる建物と自家発電機の接続切りかえ盤の設置を行う

工事の内容でございます。 

 10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費36万2,000円を減額し、6,477万8,000円は、

２節給料９万1,000円、３節職員手当等80万3,000円のそれぞれの追加と４節共済費125万

6,000円の更正減の内容でございます。 

 ２項小学校費、１目学校管理費194万5,000円を追加し、7,139万7,000円は、15節工事請

負費130万円の追加につきましては、説明資料14ページに記載のとおり、厚内小学校校舎屋

根ふきかえの内容でございます。18節備品購入費64万5,000円につきましては、説明資料同

じく14ページの浦幌小学校備品におきますピアノ購入にかかわる費用でございます。 

 ２目教育振興費35万6,000円を追加し、957万1,000円は、８節報償費５万円、９節旅費５

万6,000円、11節需用費20万円、18節備品購入費５万円とそれぞれの内容でございますけれ

ども、このことにつきましては、説明資料14ページに記載のとおり、北海道教育委員会委

託事業の採択を受けての実施を行うものの内容でございます。 

 ３項中学校費、１目学校管理費50万円を追加し、6,035万円、15節工事請負費50万円の追

加につきましては、説明資料14ページから15ページに記載のとおり、国の平成25年度公共

工事設計労務単価についての運用に係る特例措置に対応するものでございます。 

 ４目スクールバス管理費８万5,000円を減額し、5,851万6,000円は、４節共済費８万

5,000円の更正減でございます。 

 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費273万4,000円を追加し、6,397万1,000円は、２節給料

90万1,000円、３節職員手当等84万4,000円、そして次のページをごらんおき願います。20ペ

ージ、４節共済費98万9,000円のそれぞれ追加の内容となるものでございます。 

 ５項社会教育費、１目社会教育総務費123万3,000円を減額し、3,168万3,000円は、２節

給料87万2,000円の更正減、３節職員手当等25万7,000円の追加、４節共済費61万8,000円の

更正減となるものでございます。 

 ２目公民館運営費50万円を追加し、4,146万8,000円は、15節工事請負費におきまして、

説明資料15ページに記載のとおり、国の平成25年度公共工事設計労務単価についての運用

に係る特例措置に対応するものでございます。 
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 ７目図書館管理費100万円を追加し、3,853万5,000円は、18節備品購入費におきまして、

説明資料15ページに記載のとおり、指定寄附を受けての図書購入にかかわる費用でござい

ます。 

 ６項保健体育費、２目社会体育施設費90万円を追加し、7,850万8,000円は、11節需用費

におきまして、説明資料15ページに記載のとおり、総合スポーツセンター暖房機器修繕に

伴います修繕料の費用でございます。15節工事請負費20万円の追加につきましては、説明

資料16ページに記載のとおり、国の平成25年度公共工事設計労務単価についての運用に係

る特例措置に対応するものでございます。 

 ３目給食センター管理費516万4,000円を減額し、8,574万7,000円は、２節給料235万円、

３節職員手当等144万8,000円、４節共済費136万6,000円のそれぞれ更正減の内容となるも

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。 

 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 何点かお伺いをしたいと思います。 

 まず、10ページの諸費の関係でございますけれども、地域コミュニティバスの試験運行

ですけれども、平成25年度試験運行するということでございますけれども、もう既に内容

的にある程度は進められているのかと思いますけれども、その進捗状況等も伺っておきた

いと思います。 

 それと、もう一つ、予防費の関係ですが、インフルエンザの予防接種についても一般の

方々より浦幌町が若干他町村より高いのでないかと。他町村行くと、極端な言い方します

と半額に近いような接種をやられているということも伺っております。そういった中にお

きまして国においても健康増進法、これは平成14年度ですか、これにおいて増進に努める

とありますけれども、我が町浦幌においてもそのような中でどのように進められているの

か。また、肺炎なんかを起こしますと大変重症になりやすい、特に高齢者の肺炎を予防す

るためにも肺炎球菌ワクチンの助成について各町村で助成されていると伺っておりますけ

れども、本町においてはどのようになっているのかも伺っておきたいと思います。 

 それと、もう一つ、社会体育施設の関係で、ちょっとページが出てこないのですが、ス

ポーツセンターの関係で伺っておきたいと思いますけれども、今年は特になのかもしれま

せんけれども、祭日の次の日が休みという中で、今年においては月曜日が結構休館日にな

っている。火曜日に使おうとする人方がどうしてもその日も休みになってしまうので、次

の日休館日になると、今年で10日間ほどあるのです。そういった中でこれらを何とかクリ

アできないのかなという団体もあるわけです。指定管理者ということの中で、管理を受け

た人方にとっても大変な思いをするかと思うのですが、どうしても人件費等々も含めて大

変な思いをするのかなと思いますけれども、その辺の管理者として、また行政としてどの

ような指導、また話し合いをされていくのかなというふうな思いがありまして、ちょっと
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お話を聞いていただきたいと思います。 

 以上の３点をお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 それでは、私のほう生活交通ネットワーク計画協議会の関係

につきましてご説明させていただきます。 

 本協議会につきましては、昨年の３月に生活交通ネットワーク計画協議会、20人の委員

から成る協議会を立ち上げているところでございます。その際には協議会の団体の要綱等、

あるいは規則関係の整備という手順となる手続等について決定を見ているところでござい

ます。とりあえず３月に協議会を設立したということで、準備は昨年のうちにできている

という状況下でありますけれども、25年度の事業につきましては国の補助事業を使って実

施をするということもございまして、今般先月の５月の31日に補助指令が参りましたので、

やっと６月から作業が始めることができるという状況下になりました。 

 それで、今後のスケジュールでありますけれども、コミュニティバスの浦幌町における

バスシステムの状況分析等につきましては、委託業務で発注をいたしますので、まずこの

委託業務につきましてプロポーザルで業者を選定していきたいというふうに考えておりま

す。この選定作業につきましては、７月ぐらいになる予定でございます。この業者を決定

しましてから具体的に地域の状況調査とかアンケート調査とか各種必要な会議が進んでい

くという手順になっているところでございます。 

〇田村議長 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまご質問のありましたインフルエンザ予防接種並びに肺炎球

菌ワクチンのご質問でございますが、まずインフルエンザ予防接種につきましては、65歳

以上の高齢者が国で言われる定期接種となっております。また、中学生以下の子どもたち

は任意接種でありますけれども、町のほうで65歳以上の高齢者並びに中学生以下のお子様

につきましては助成をしております。内容につきましては、本人1,000円を負担ということ

で、あとの残りのワクチン接種費用については町の助成というような形になっております。

ただし、高校生以上から64歳以下の町民の方につきましては助成はされていないというこ

とで、浦幌町におかれましては3,000円という値段で接種されております。 

 今ご質問にありました他町村よりも高いというような議員からのご質問でしたけれど

も、他町村におかれましては確かに2,000円ぐらいで予防接種を行っているところがござい

ますが、あくまでも予防接種の料金を決定するのは医療機関、自由診療でございまして、

医療機関が設定するということでございますので、一般の予防接種というような形の料金

につきましては町のほうで料金のほうの設定のお願いをするというのは非常に厳しいもの

があろうかなと思います。そんな中で、助成というような形のものもありますけれども、

一般の方の助成というような形もありますけれども、一般の方の助成というふうになりま

すとかなりの方々が受診されるというようなことも考えられますので、その方々に一律助
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成をするということになりますと予算のほうもかなりの予算が捻出されるという形になり

ますので、一般の方の助成につきましては今後協議を行いながら、助成について調査をし

ながら進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

 それから、肺炎球菌ワクチンの関係ですが、これは高齢者の肺炎球菌ワクチンのことを

質問されているかとは思います。高齢者の肺炎球菌ワクチンに関しましては、肺炎球菌に

よる肺炎などの感染症を予防して、肺炎の発症そのものを完全に予防するというようなも

のではございません。あくまでも肺炎球菌ワクチンというのは、高齢の方になりますとイ

ンフルエンザ予防接種等と肺炎球菌ワクチン、それを併用されるとより効果的な効果が得

られるというような内容になっております。高齢者の肺炎球菌ワクチンにおかれましても、

いわゆる町が助成をするというようなことが妥当かどうなのか、その辺のところを十分調

査してまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解のほどをお願いいたします。 

〇田村議長 教育次長。 

〇山本教育次長 ３点目のスポーツセンターに係ることですけれども、二瓶議員からのご

質問は今年は月曜日が祭日が多いということで、翌日の火曜日が休館になってしまうので、

利用団体にとっては支障があるのではないかというご質問だと思いますけれども、現時点

では詳細については詰めておりません。ただ、あくまでも指定管理を行っているレアスの

ほうでそういった利用者の声があるのか、また年度始めに利用者を対象とした利用者の団

体に対する会議を行っていますけれども、その中ではそういったご意見はいただいており

ませんけれども、今申し上げましたとおり直接レアスのほうにそういったことで要望があ

るかどうかも含めながら、その状況について調査研究のお時間をいただきたいというふう

に考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 ただいまるる説明をいただいたわけでございますけれども、コミュニティバ

スにおいても今後の段階になるのかなと。これから検討しながら、さらにはプロポーザル

方式での条件等々も含めて進めてまいるのかなと思いますけれども、いずれにしても高齢

者の方、要するに交通弱者の方々に負担のならないように十分検討をしていただきたいと

思っております。 

 それと、もう一つ、予防の関係ですけれども、今本町においても事前の予防、いろんな

部分の予防を町が負担してやっている部分というのがございます。これらも何％かちょっ

と忘れたのですけれども、それ以上の予防をすることによって町の負担率も変わってくる

部分等々もある制度もあったと思うのですけれども、これらについても現在どの程度受診

率といいますか、予防に対する受診されているのかなというふうに思っているわけですけ

れども、それぞれにまだ健康だからいいわという方が正直あったり、私自身も今回申し込

みはしたのですけれども、いずれにしても町民の方が自分の健康というものを十分管理し

てもらうために、福祉課として以前はいろんなパンフレットもありながら、事あるごとに

配られた経緯もございますけれども、その辺現在もまだ進められているのかどうかちょっ
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と伺っておきたいと思います。 

 それと、スポーツセンターの関係につきましては、今次長のほうから説明あったように

指定管理者等々の話もあると思いますけれども、せっかく健康管理も含めてそれぞれスポ

ーツをやっておられる方がたくさんいると思いますけれども、苦情があったか、なかった

か、またレアスのほうに話があったか、ないかもちょっと把握はしておりませんけれども、

十分に町民の要望に応えられるような方法をとっていただければと思いますけれども、そ

の辺についてちょっとお願いしたいと思います。 

〇田村議長 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいま予防というようなお話で、特定健診のお話だとは思われま

す。それで、特定健診になりますが、受診率によりましていわゆる後期高齢者支援金のお

話をされていたかと思われます。それで、特定健診につきましては、国が行っております

いわゆる後期高齢者支援金という形で、保険者の特定健診の実施率等でこの後期高齢者支

援金を加算する、減算するというような国の制度が今行われておりますが、これにつきま

しては現在20年から24年の５カ年というような形で、24年度の実績をもとに25年度の後期

高齢者支援金の加算、減算というような内容になってくるかと思います。ただし、これが

確実に反映されるのは27年度というような内容でございます。 

 この加算、減算の関係になってきますけれども、浦幌町といたしましても多くの方に受

診していただこうということで個別に案内を出しましたり、健康相談ですとかそういうと

ころでＰＲ等を行ってきておりますけれども、受診率につきましては平成24年度で31.7％

というような内容になっております。ただ、この受診率につきましては、国と道というよ

うな中身になりますけれども、23年度の受診率につきましては国が32.7、それから北海道

が23.5、それから十勝管内が29.3％、浦幌町が32.8％というような内容になっております

ので、浦幌町が特段受診率が低いというような内容にはなっておりません。しかしながら、

今後この受診率を確実にふやして、町民の健康を守るというような観点から特定健診の普

及啓発に力を入れまして、受診率向上に努めてまいりたいと思いますので、よろしくご理

解のほどお願いいたします。 

〇田村議長 教育次長。 

〇山本教育次長 先ほども申し上げましたけれども、既にもう年度が始まっておりますし、

来月には同じように月曜日祭日ということもございますので、早急に指定管理者と連絡を

とりながら、実際そのような声が利用者の方からあるのか、利用団体からあるのか、その

部分も含めながら詰めてまいりたいというふうに思いますので、ご理解のほどよろしくお

願いいたします。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 １点、小学校教育振興費の事業について、先ほど数字の説明いただきました。

この事業は全額道の補助でありまして、同額の支出明細もお伺いしましたけれども、この

中にある実践的防災教育支援事業というのは具体的にどのようなことなのか。これが対象
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が厚内小学校ということなので、多分津波対策その他の防災教育かなと思うのですけれど

も、あわせてこの中で、そのような教育の中で報償費から含めてこの備品費、いろいろ節

が分かれておりますけれども、具体的にどういう内容でこのような支出になるのかもあわ

せてお伺いしたいと思いますけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 本事業につきましては、学校における防災教育、それから防災管理の充実に資するため

に北海道教育委員会が文部科学省の委託を受けて行っている事業で、その事業の一部を市

町村教育委員会が実施するというものでございます。また、北海道教育委員会では、特に

海岸地域における児童生徒の安全と防災教育ということに重点を置いていることから、厚

内小学校において各種取り組みを行うものでございます。 

 内容につきましては、釧路地方気象台職員等による校内研修の計画立案とか体験学習の

実施、また学校防災アドバイザーによる避難計画等による指導、助言とか、それから避難

訓練の実施、そして防災図上訓練の実施ということで予定をしているものでございます。 

 先ほども申し上げましたけれども、文科省から北海道教育委員会が委託を受けるという

ことで、北海道教育委員会の中でも推進委員会という組織をつくっているものですから、

この中の旅費であります推進委員会の出席旅費につきましては、年３回そういった推進委

員会を北海道のほうで予定していますので、その推進委員会出席のための旅費でございま

す。また、報償費につきましては、防災アドバイザー謝金ということで、これにつきまし

ては年間通じて防災アドバイザーにお越しいただいて、児童、それから教職員に対しても

防災訓練の実施とかさまざまな防災に係る啓発をしていただきますので、それにかかわり

ます謝金ということになっております。また、そのほか一年間通じましていろいろな防災

学習用の消耗品とか、それから防災訓練、それから図上訓練用の消耗品が発生しますので、

そちらのほうの経費につきましても充当させるような形をとっております。あわせまして

備品購入につきましては、防災関係の研修用図書ということで今回予算化させていただき

ました。 

 以上でございます。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 よくわかりました。ありがとうございます。 

 問題は、災害というのはいつやってくるかわかりませんし、これは今言ったように委託

の事業になるけれども、ここの継続性、今後やっぱり単年度で終わらす教育ではないと思

うのですけれども、その辺の見通しというのはどうなのですか。予算の関係もあると思い

ますけれども、この事業に対する継続性なり、もし取り入れた場合に町としての対応はど

のように考えているか、その１点だけお伺いしたいと。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 教育次長。 

〇山本教育次長 確かに3.11の東日本大震災があってから特に厚内小学校はこういった防

災の関係につきましては訓練等行っているところなのですけれども、これは海岸地域のみ

ならず全ての小学校、中学校において該当するものということで考えておりますけれども、

特に厚内小学校は昨年から独自のそういった取り組みを行っておりまして、そういったと

ころもあったものですから、北海道教育委員会からそういったお誘いも受けながら今回の

事業ということになっております。当然これは単年度の事業ですから、来年度以降につき

ましては同じような充当されるような予算はございませんけれども、再度厚内小学校も含

めて町内の防災教育、それから防災管理の充実ということで内部でまた詰めてまいりたい

というふうに考えておりますので、ご理解のほどをお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 一般管理費についてお伺いします。 

 今回耐震改修及び防災改修の実施設計費ということで3,300万計上されました。まず、こ

の3,300万の内容、それを知りたいのと、もう一つはここに説明資料にも書いてありますよ

うに耐震性に疑問ありということで、このことについては私たちも報告書をもらったりし

て内容を把握しているわけですが、ただ3,300万の実施設計費を計上する、認めるというこ

とは、この後庁舎の改修本格的にやるのか、やることを決めたのかという、一般町民から

見れば公の場で議論がまだ何にもない中でぽんとこの3,300万が計上されたということで

ありますから、その辺の突如当初予算ではなくてこういう形で出てきた経過についても、

あるいは今後の対応についても一通りの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。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問につきましてご説明をさせていただきます。 

 一般管理費におきます委託料、調査設計委託料ということで、また説明資料には６ペー

ジにその旨を記載したものがございます。この3,300万につきましては、説明資料にも書い

てございますけれども、役場庁舎の耐震改修と、それから防災改修と、改修としては大き

く２つに分けられた別々の事業の実施設計をそれぞれ合わせますと3,300万ほど予算とし

ては見込んでいるという内容でございます。その内容といたしましては、耐震改修では

1,600万ほど、また防災改修の実施設計につきましては1,700万ということで、この大きく

２本の内容としているものでございます。 

 耐震改修につきましては、予算の執行の中で耐震診断を行ってきた経過ございまして、

その診断結果を受けての状況から耐震改修を行いたいというような内容であります。先ほ

どご指摘ございました耐震性に疑問ありと判定されたという表記の仕方もございますけれ

ども、あくまでこの耐震性に疑問ありという表記の仕方につきましては耐震診断の結果が

そのような形で示されたということで、委託成果品の中でそういうふうにうたわれている

わけでありますけれども、その中にはＮＧということのいわゆるよろしくないというよう
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なことでの結果も出ておりますので、あくまで今般の説明資料につきましては耐震診断の

結果、成果品を忠実に表記した内容でございまして、こちらの捉えといたしましてはやは

り耐震改修の必要性があるというふうに捉えているところでございます。また、防災改修

につきましては、役場庁舎が耐震性を持った中でのいわゆる災害の拠点となり得る、防災

拠点となるような対応がやはり必要だというような思いもございまして、現在の中の必要

最小限の中での防災改修というものを目指していきたいなという考えでございます。 

 このことにつきましては、やはり財源措置がどのような形でとっていくかというのが大

きな課題でございますので、いずれにいたしましても耐震改修にしても、防災改修にいた

しましても今後実際の工事を行うに当たっては相当な大きな金になるということは予想さ

れるわけでありますから、それにかかわってはその財源措置をどのようなことをとってい

くことが有利になるものかということで調査を進めてきた経過がございます。このことに

つきましては、国の地方債計画の中で平成25年度から新たに緊急防災事業債というのが創

設されたということで、これにかかわっては耐震と防災改修というものが見込めるだろう

というふうな押さえをさせていただきましたので、先ほど申し上げましたとおり平成25年

度、本年度改めて創設されたということで、以前からあるものではございませんでしたの

で、この対応が最もベストかなと。ほかの起債をとっても、この緊急防災債につきまして

は過疎債と同様な措置がされるというようなことで捉えておりますので、町の負担として

は全体の中としての負担率については小さく済むのかなということで捉えたものでござい

ます。そんな関係ございまして、当初予算に組んだ中でのご審議というのが本来だったわ

けでありますけれども、先ほど申し上げましたとおり緊急防災事業債が新たに創設された

と。政府予算案の中でできた部分がもう３月を過ぎてございましたので、そういった関係

で今般の中では進めていきたいということさせていただきました。 

 ただ、１点、緊急防災事業につきましても国の地方債計画を見ますと全国で4,550億とい

うような地方債計画になっております。これもやはり最終的には起債の申請をして、町が

許可をするわけでございませんので、許可同意を得た中で初めて起債が発行できるという

部分がございますので、これらも注視していかなければいけないというようなことも踏ま

えまして、今般耐震性と防災性の3,300万の実施設計については先ほど申し上げました

1,600万、1,700万という中での区分けをさせていただいたということで、今後は注視しな

がら進めてまいりたいなと思っているところでございますので、ご理解をいただきたいと

思います。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 先ほどあわせてお伺いしたつもりでしたが、この後の対応についても、今回

3,300万を計上して、議会が認めたからといってこの後どうなるのかということも含めて今

後の対応についてもお伺いしたつもりですが、その辺について再度お伺いしたい。 

 それから、もう一点、耐震、それから防災、これの区分けについて先ほど説明の中でも

防災改修の対象になるかと思ってこの1,600万、1,700万を分けてあるというような言い方
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されましたが、その辺は確定でないということの捉えでいいのですか。それぞれ改修、耐

震の内容について確定していないから、こういう区分けで計上するよということの確認を

しておかないと、公の場所で議論を全然していませんから、その辺の確認をまずしておき

たい。この２点、再度。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問にかかわりましてご説明させていただきます。 

 先ほど緊急防災事業債の説明をさせていただきましたけれども、緊急防災債の最終的に

は同意を得て許可がされるというスケジュール的になるわけでありますけれども、現在の

ところこちらで従前からの起債、地方債の計画申請なり、同意を得て、また許可を得ると

いうようなスケジュールから見ますと、およそ今のところ８月中には同意の予定が来るの

かなと。ただ、これもはっきり確定するものではございませんので、従前からのルール的

なことを申し上げますと８月の末あたりまでには同意の予定額が来るのかなと捉えており

ます。 

 ただ、１点、その後起債申請をするわけでありますけれども、その際には起債の申請の

条件といたしまして予算化がされていないとその起債申請が難しいというふうに言われて

おりますので、今般の補正におきまして予算化をされました中では起債の申請のその条件

が整うということで捉えているものでございますから、この補正に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、この中で庁舎の耐震、それから防災改修という中におきましては、先ほど申し上

げましたとおり、全国で4,550億という金額が限定されております、緊急防災事業債につき

ましては。この中で、全国的に恐らく浦幌町と同じように、本町と同じように庁舎を同年

の中で建築した、また老朽化も進んでいる程度の同じようなところでは全国的にいっても

この利用という部分を考えながら申請ということも想定されますので、そういった中にお

いては今後の起債の状況をやはり注視しながら進めていきたいというのがございます。先

ほど申し上げましたとおり、起債申請のときにおきましては予算化がされているというの

が条件にございますので、まず１点はそういう部分でございまして、また耐震については

防災改修とはやはり異にするところでございますので、最も今起債の状況の中では防災改

修がどこまで認めていただけるのかという部分が非常に気にかかるところでもございます

ので、そのことも踏まえながら実施設計においては耐震設計と防災改修の設計を別々なス

ケジュールを持ちまして進めていきたいなというふうに思ってございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 今の説明の中で予算化されていないとだめという話は、実施設計の予算化の

ことですか、それともこの後も、もう実施設計ということは何億というものの設計をやる、

それも進めるというような前提がなければだめという意味なのか、この実施設計の予算化
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がされていればいい、実施設計を進めるよという状況になっていればいいということなの

か、それを３回目ですからこれで確認させていただきますが、そこのところです。 

 私たちもここでこの補正の3,300万の質疑をしたから、何億の改修がいいよということに

はならないのは当然ご理解いただけると思うのですが、私たちも何らかの形でこの後も議

論させてもらわなければならないと思っています。そのこともつけ加えて、最後の質問と

します。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 まず、１点は、実施設計についてはやはり工期がございますので、６月

の補正をいただきますと直ちにその発注という作業に当たりたいというふうな考えはござ

います。その中で、８月いっぱいまでにはやはり仕上げていきたいと。その実施設計によ

りまして金額が内容によっては、耐震は特にそうですけれども、金額が把握ができてくる

という部分がございます。それらあわせまして耐震を含めた中では９月の補正という部分

も考えていかなければいけませんけれども、いずれにいたしましても実施設計については

やはり予算化が必要だというふうに言われておりますので、その関係で対応していきたい

というふうなことで考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 審議の途中でございますけれども、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１０分  休憩 

午後 １時２９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。 

 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 私は、ちょっと一般管理費の庁舎の設計委託料について町長にお聞きしたい

と思います。 

 今回の庁舎の設計委託料の補正について、耐震診断の結果についてまだ町民に対して報

告されていないということで、この報告されないまま事業を実施することが本当にいいの

かどうか。それから、今後町民に対してどのように報告していくのかお伺いしたいと思い

ます。 

 それと、もう一点ですが、説明資料の13ページなのですが、災害対策費の中の避難所と

なる各公民館、総合スポーツセンターにおいて非常電源、自家発の電源につなぐというこ
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とですが、避難所についてはまだ学校だとかほか公共施設いろいろあると思われるのです

が、その辺について今後まだこれを計画的にやっていくものなのか、この部分だけしかや

らないのか、そこを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。 

〇鈴木総務課長 私のほうからただいまの２点のご質問について説明させていただきたい

と思います。 

 まず、１点は、耐震診断の結果の関係でございますけれども、このことにつきましては

並行して今後機会あるごとにご説明をさせていただきたいなというふうに捉えているとこ

ろでございます。 

 また、先ほどの防災のかかわりとして停電対策の避難所の関係で、今般は各公民館及び

総合スポーツセンターということで、その避難所となり得るところの停電対策を施すとい

うことの内容でございました。それにかかわってご質問の中では各学校のこともあるだろ

うというようなことだったと思います。確かにその部分というのはあるわけでありますけ

れども、今ここの停電対策という中におきましては、以前の中でもご説明させていただい

た経過がございますけれども、浦幌町には電気の系統、いわゆる電力会社から供給されて

いる系統が４系統ございまして、これは電力会社とも確認をさせていただいているわけで

ありますけれども、この４系統が全て停電になるということはほとんど現実的には考えづ

らいというふうにも聞いております。そういった中で、その一部的な部分としてあり得る

対策としては、やはり町民の皆さんが一番親しまれている各公民館、そして浦幌市街にお

いてはスポーツセンターという部分を含めて、最小限の対応とした中ではその避難所とな

り得るところについての停電対策の切りかえ装置の今般工事請負費の中で整備を進めてい

きたいというふうに考えてございますので、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 この設計委託の関係について今回も議会の最初に行政報告とか何かあるのか

なとは思っていたのですが、一切ないということで、町長どういうふうに考えているのか、

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。 

 町長。 

〇水澤町長 庁舎の耐震につきましては、議会にも説明していると思いますけれども、耐

震診断行った段階で役場については耐震基準に達していないということで診断が出たとい

うことはお話をさせていただいているというふうに思います。ただ、ではその耐震診断に

当たって、耐震に合う役場庁舎にするにはどうするかということが特に役場庁舎の過疎債

で行う耐震診断は限られているということでありまして、どのように行うかと費用負担の

面でいろいろ問題として捉えていたところであります。ただ、その中で有利な補助事業は

ないのかということはずっと模索をしていたわけでありますけれども、このたびの緊急防
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災事業債において防災対策本部となる、拠点となる役場庁舎について改修が起債の対象に

なるということが次第に明らかになってまいりました。ただ、この起債、緊急防災対策事

業債につきましては、これもご存じだと思いますけれども、公務員給与の削減の措置の一

環として行われているという事業債でありまして、平成25年度に限って4,550億円の中で財

源措置としてこのたび緊急防災事業として行われるということでありまして、私どもとし

ましてはこの事業にのらなければ多額の費用を要する耐震防災事業については浦幌町とし

て単独で行うというのは大変難しいのかなというふうに思っていたところでありまして、

ちょうどこの事業債が明らかになった段階でこれに申請をしたいというふうに考えたとこ

ろであります。本来であれば当初予算で計上するというのは当たり前でありましたけれど

も、ご存じのとおり国のこの事業債の内容が明らかになっていなかったということもあり

まして、このたびの補正で計上させていただいたということであります。 

 ただ、先ほどから言っているように4,550億円の緊急防災ということでありますから、こ

れは全国的にかなりの自治体でこの事業債を使うといった動きが顕著にあらわれておりま

して、多分この事業債に集中されるのではないかなというふうに思っておるところであり

ます。私どもとしては、一応申請をさせていただきますけれども、この事業債が満額当た

るかどうかというのはまだこれからの経過を見なければわからないという状況でありまし

て、大体８月ごろには申請の内示があるだろうというふうに言われていますので、その内

示にあわせてこの実施設計も含めて耐震、そして防災事業を行ってまいりたいというふう

に考えておりまして、このたび3,300万の実施設計費を計上させていただいて、ご理解をい

ただきたいというふうに思っているところであります。 

 この緊急防災事業債は、過疎債と同じように100％起債で、70％が後で交付税で措置され

るということでありまして、これが30％で要するに行えるわけでありますから、この事業

にのるということがこれからの私どもとしては役所の耐震、また防災事業の大きなメリッ

トになるのではないかというふうに思って、今この補正予算を計上させていただいている

ということであります。ただ、先ほども申し上げましたとおり、100％回答が来るかどうか

は８月時点でないとわからないということもありまして、この実施設計事業を分けて考え

ていきたいなというふうに思っているところであります。８月の段階でどういう回答が来

るかによって耐震と防災事業を分けながら実施設計を発注してまいりたいふうに考えてお

りますので、この点についてはご理解をいただきたいなというふうに思っているところで

あります。 

 いずれにしましても、これから耐震、防災あわせて８月時点で実施設計をどのように取

り組んでいくのか回答を見ながらやっていきますし、それによっては耐震改修と防災改修

もあわせて決定してまいりたいというふうに考えていますので、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 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 今の緊急防災対策債がつくかどうかというのは、やってみないとわからない
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ということです。 

 私ちょっと聞きたいのは、町民に対して何の報告もなしにこの事業を実施するというこ

とについて今後どういうふうにしていくのか。広報で情報公開していくとかいろいろあろ

うかと思いますけれども、やっぱり町民に知らせないままただ議会で補正すればいいとい

うことにはならないのでないかなと、私はそう思いますけれども、その辺についてお伺い

したいと。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 安藤議員が言われているその町民に対する説明というのはどういう意味かは

よく存じませんけれども、議会の皆さんにも耐震診断については説明させていただいてお

りますし、広報等で町民にも知らしめているというふうに思っています。ただ、その中身

について説明していないということなのかどうかわかりませんけれども、町民の皆さんは

広報等で十分周知されているのではないかなというふうに私どもは思っていますし、この

耐震について当然何らかの措置をしなければならないというふうには私どもとしては考え

ているところであります。 

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条を運用しないで発言

を許します。 

〇安藤議員 今言われました町民に対して診断結果は報告しているということですが、あ

と議会にも報告しているということですけれども、それは議会に対してでもちゃんとした

報告ということではないと思うのです。あと、町民に対してどのような報告をしているの

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。 

 町長。 

〇水澤町長 安藤議員言われるその町民に対する説明というのはどの程度のことを言われ

ているのかわかりませんけれども、新聞報道で載っていますし、決算の報道でも広報で町

民の皆さんに示していると思います。耐震診断を行ったという事実関係も当然町民の皆さ

んには予算いただきましてやっているわけですし、その結果についてもお話をさせていた

だいているものと思っているところであります。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 私も何点か質問をさせていただきますが、まず先ほど同僚議員からも質問が

ございましたが、諸費の中の浦幌町の生活交通ネットワーク協議会のこの部分であります。

コミュニティバスというようなことの中での質問をまず１点させていただきますけれど

も、先ほども質問がありまして、回答もございまして、実際７日の日、町のホームページ

にもアップされていまして、今プロポーザルの申し込みということで載ってもございまし

た。私も確認をいたしました。その中でも会員の名簿も、たしか３月の８日の日でしたか、

協議会が設立をされたということでございまして、その中の名簿も載ってもございました。

名簿を確認しますと、町のほうも大分異動がございましたので、まちづくり政策課の課長
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が事務局長を務めているというようなこともございますから、副町長を会長に据えながら、

こういった部分も大分異動があったのだろうなというふうに思ってもございます。 

 この辺で、ほかのほうの委員さんの部分も全部拝見をさせていただいて、商工会等々含

めて利用者の代表というようなところも５名ほどの加入があるというところは確認をさせ

ていただきました。その中においても、こういう実際地域の実情に応じた中でのやはり交

通システムを構築していくというようなことも書いてありましたので、そのとおりだとい

うふうに思います。その中において、弱者という障がい団体の部分の方もありましたけれ

ども、１点抜けているかなという気がいたしましたのは、やはりこの浦幌の地域の実情か

らすると上から下から厚内からというような、こういう地域性がございますですよね。こ

の辺の部分の地域性というものを加味する部分が、連合行政区長会の方も入っていますの

で、この区長さんの中でそういうような意見も取りまとめて、こういう部分に反映してい

くのかなというような気もいたしますが、やはりそういう浦幌特性の土地柄、地域性とい

うものが本当にきちっとこのメンバーの中で反映されていくのかなと、本当の地域の現場

の生の声が反映されていくかなというようなことが１つちょっと心配がありました、この

名簿を見まして。ですから、この辺についてまず１点、その辺の本当に地域の声を生かし

た、何ぼ走らせたって利用する人がいなければ何にもならないわけでありますので、その

辺の部分の考え方についてまず１点お伺いをさせていただきたいというふうに思います。 

 それとあわせてですけれども、今回このプロポーザルのやつを見ますと539万7,000円の

金額の支払いして、いろいろ計画をこれから立てていくということだと思います。それで、

この計画をずっと読んでみますと、きょうのこの補正予算が通らなかったらこれは中止す

るかもしれませんという内容も書いてあるのです、この文章の中には。だから、きょうの

この補正予算次第で、だから申し込みがあってもここで通らなかったら中止になりますよ

というようなことも書いてあるのです。そんな７日に出しておいて、きょう10日のこの議

会通らなかったらと、これも私いかがものかなというような気がいたしまして、このコミ

ュニティバスについては前から言っているので、このタイミングでやっていかないとこの

計画がなかなか進まないのであれば、私は５月の補正でも、そういったところででも先に

上げてきて、スムーズにやっていく必要があったのではないかなという。やっぱりその部

分についてもいろいろと諸問題があってどうしてもこういうタイミングになって、７日に

アップしながら10日の補正がだめだったら中止しなければならないというようなことにな

ってしまうのか、この辺がちょっとそういうスムーズにやっていく上でいろんな諸問題が

出ているのかなというような。やっぱり私もぜひこのコミュニティバスは走らせていただ

きたいと思っているのです。浦幌だけではなくて、各地区、十勝管内でもいろんな地区が

走らせていますけれども、成果の上がっているところが上がっていないところが何かある

ようなことも報道では見ています。浦幌は、せっかく走らせたのであればきちっと成果の

上がるような、そういう交通手段を確保していただきたいという思いもありますので、や

っぱりそういうようなことも含めて抜け落ちのないように、この地域の現場の声をしっか
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り聞きながら進めていくという部分において。 

 今回この部分の先ほど申し上げました五百何がしの払って、そして７月４日までに全部

出して、７月19日に契約を締結するということになっているのです。締結の予定日となっ

ていましたけれども、ということ。それから、いろいろやって、そこがやって、こういう

システムがいいのではないですかという提案書が出てきて、それをもって先ほどから言っ

ていたこの協議会の人方がこれはいいです、悪いですというような、こういう審議になっ

ていくのかなと。要するに先ほど３月に１度会議を開いて、こういうことだよというよう

なことはしたようですが、それ以降は何もしていないということなのかなと思っていまし

た、先ほどの話ですと。ですから、要するにこういうせっかくメンバーをつくって、ＪＲ

なり、警察なり、実際に今浦幌町の公共交通を担っている指定管理なり、委託なりしてい

る地元の、地元ではない業者の部分も入っています。だから、こういった部分の声という

ものがどういう形で反映されて、本当に実のある交通手段というような部分が、これはあ

くまでも来年の部分までの中でやるとかと書いてあるのですけれども、この辺のスケジュ

ールがちょっといま一つ見えてこないというような部分もあるものですから、この辺につ

いてもうちょっと詳細を求めたい。そして、実際に走らせてみるというここら辺の部分と

いうのがいつごろからどういうことになっていくのかというようなことです。ここら辺の

部分がいま一つちょっと見えないところがありますので、その辺の流れの部分をもう少し

丁寧な詳細な説明を求めたいなというふうに思いますので、まずこれ１点目お願いします。 

 それと、２点目、説明資料の９ページですけれども、労働諸費の部分で質問をさせてい

ただきたいと思います。雇用促進事業補助金の部分であります。これも当初予定５名が新

年度始まって今この６月においてもう４名の増になっているということで、ある意味喜ば

しい部分なのかなというふうに思います。このことについては、私再三今までも何度か質

問をさせていただいて、答弁いただいていますけれども、私は正規雇用がふえていってい

るのですから、決して何もこれについて文句を言うとかということではないのですけれど

も、しかしこの部分の内容については前回も私は質問させていただいて、やはりこの内容

についてはきちっと検討していく、詳細を見ていく必要があるというような質問をさせて

いただいて、それはやっていきますよと、やりますというような話も聞いてございます。

これを見ればそもそもが当初の予定が足りなかったということは一目瞭然なのですけれど

も、必要に応じて補正組めばいいのですよというような部分もあるのかなと思いますけれ

ども、やはりこれも含めて浦幌の雇用の実情というものをもっともっときちっと詳細を見

ながら私はやっていく必要があろうかと思います。前回もそういうような質問をしたとき

に、その辺はきちっとやっていきますというようなことをいただいておりますので、実際

今回もこういうような形で９名というような部分があったときに、その辺の実情の部分に

ついてどういうような形で把握をされていっているのか、もしくはまだこれからかもしれ

ませんけれども、その辺もあわせて答弁を求めたいと思います。 

 以上、２点お願いいたします。 



 － 39 － 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 それでは、私のほうから地域生活路線のコミュニティバスの

ご質問にお答えしたいと思います。 

 ３点ばかりあったと思いますけれども、スケジュール、そして場合によっては中止、そ

れからもう少し早くできなかったのかというような質問だったと思います。まず、中止の

関係からお話ししたいと思います。この事業につきましては、浦幌町、交通機関を利用し

まして従来からいろんなバスが走っているというようなこともありまして、そういう意味

ではそのバス運行について浦幌町にあるべき姿というものはやっぱりいつかの時点ではっ

きりしなければならないというような問題が当然ありましたので、今回その予算がつく、

つかないにかかわらず、この事業は進めていきたいというのが基本的なスタンスでござい

ます。 

 それから、もう少し早くできなかったのかというご質問でしたけれども、この事業につ

きましてはまず協議会が実施主体となります。町が契約をして、この事業を執行するわけ

でなくて、負担金で予算を組んでおりますので、その協議会に負担金を出す。その協議会

がこれから事務を進めるに当たってコンサルタント会社にプロポーザルで事業者の選定を

行っていくという手順になりますので、協議会といたしましては予算の確保がなければ執

行できないという状況もありまして、そういう意味での予算づけがなければ協議会が動く

ことができないと、そのプロポーザルで決めるべき事業者の選定もできないと。その事業

者を選定しなければ今後の関係する手続についても、複数事業者があればやはりどちらが

いいかという提案を求めて当然決めるわけですから、いいほうを決めるという以上はむや

みに勝手に進んでいくということもできないという事情がございました。 

 それで、スケジュールですけれども、７月ぐらいにプロポーザルで業者が決定いたしま

すので、その提案を受けた事業者の計画に基づきましてスケジュールは決まってくると。

その中には当然浦幌町内全域におけるアンケート調査、あるいは一応今年度中に時期的に

２回の実証運行バスを運行させると。その中で、実際的にバスを利用したのか、しなかっ

たのか、しない場合についてはどんな不便さがあったのかというようなところを分析して

いって、事が進んでいくという段取りになっております。 

 以上で説明を終わります。 

〇田村議長 産業課長。 

〇大山産業課長 ２点目の雇用促進事業の補助金の関係でございますけれども、当初予算

で５名という予算を見ていた中で今回予算を上回る人員があったということで、９名とい

うことで補正を上げさせてもらっています。 

 当初予算の中で予算をつくっていく段階においては、聞き取りをしながらとかいろいろ

あったのですが、全部は全部把握し切れないというのもございます。と申しますのも基本

的には１年以上雇用してもらうということが一つの条件になってきます。今回申請なり、
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新たに口頭なりで調査をした段階において９名ということでございますが、そのうち６名

の方が増員をするという計画でございます。あと残りの方が補充、退職等なり、本人の都

合によりやめた中で補充をするということでございます。でございますので、どちらかと

いうと年前、24年の予算時期にそういう要望があったとか、そういう部分の人は少なかっ

たということでございます。そういう部分も含めて今回については、予算を見ていたわけ

でございますが、そこまで以上の申し込みあったということになってございます。このこ

とについては、基本的には周知をしながら予算をとっていくわけでございますが、そうは

申しましても１年基本的にそこで正雇用として働いていただくということが一つの条件に

なってございますので、状況を見ながらというふうに補正も考えてございます。この受け

付け期間が２月の15日ということになってございますので、今後も追加でそういう情報が

来ることもあり得るでしょうし、もしかしたら今ここにそういう情報ありましたよという

中でも中途で１年たたないでやめるということもあろうかと思いますけれども、どちらに

してもその情報をうちのほうも提供していただき、またうちのほうも情報を収集しながら、

せっかくの制度でございますので、漏れないような形でこの補助制度を活用していきたい

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 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 まず、コミュニティバスの関係でありますけれども、流れのほうはわかりま

したし、予算の部分も協議会のほうでそういう予算措置をしていくということも決してそ

のことを理解していないわけではないのです。しかし、実質協議会というのは３月の８日

の日に設立をされて、それから別に開いていないわけですから、それであるならば何も６

月まで待たなくても補正もあったわけですから、そのときにもう上げて、できるだけ早く

早くやっていけば、こういうことにならないというか、別にこれを待たなくてもいいこと

にもなりますから、そういうふうにしてどうせやることの必要性がある部分については私

はどんどん先に先にやっていく必要があったのかなと。その内容を見ていくと、先ほど言

ったようにこれが通らなければ中止になりますよなんていう一文が出てくるので、だから

そういうことにならないようにすることもできたのではないかなというような気がしたも

のですから、それであれば実際に臨時会もあったわけですから、そういった形の中で対応

ができたのではなかったのかなという気がしたものですから、今後もそういうような物件

があれば私はぜひ先、先という形の中で対応していただければよろしいかなというふうに

思っていますので、そういうことです。 

 今言ったような部分で、これから今言ったようにこの委託をして、この内容が出てきた

ものをもって、この中の先ほど私が申し上げた委員さんからこういうやつがありますよと。

先ほども２回ほどは実際に実地試験もやるということで、運行するようなこともありまし

たけれども、やっぱりそういうものも踏まえた中でこの委員さんのいろいろ意見もいただ

いて、修正するものは修正をした中で最終的に仕上げていくということになってくるのだ

と思うのです。その中において、私一番最初に申し上げたようにそういう浦幌の特性なり、
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例えば上だとか厚内とかこういう部分の声というものがしっかりと組み込まさっていきま

すかということなのです。だから、やっぱりそういう人方も、これは浦幌の特性としては

そういう人方も、地域、地域の人方というものも委員に入れるものは入れてでも私はそう

いう対応をしていったほうがいいのではないのかなと。そこまでしなくてもこの中できち

っと意見は聞けるのだと、収集できますから心配ないのですということであればいいので

すけれども、私はこのメンバーだけ見るとちょっと心配だなと思ったものですから、その

辺の本当の末端の、本当に利用していただくそこが一番肝心ですから、その声をどういう

ふうに聞けるのかと。本当にそこに抜け落ちがないのかなということが心配だったので、

このことについて聞きましたので、これを最後もう一度お願いしたいと思います。 

 それと、２点目の労働の部分の雇用の補助金でありますけれども、今答弁もありました

けれども、増があったり、補充でということで９名。これはいいのです、このことは。た

だ、私は例えば今このご時世の中で、なかなかアベノミクスといいながら、景気がいいと

いっても地方はさほどそんなに景気はよくなっていませんから、その中で増ということに

なると、地域も新しい工場もできましたので、そういった部分の中である一定の企業にだ

け行ってしまっているなんていうことでは、なっているのかどうなのか、本当にそういう

末端の部分の例えば商業者なのか、工業者なのかだとか、そういうことも含めて地域にど

ういうような潜在的にそういう雇用する需要があるのかということもこの部分を踏まえて

調査をしていって、新たなまた需要がもっともっとあるのであればどんどん私はこの部分

については補助を出していってもいいと思いますけれども、やはりそういう実際に浦幌の

雇用のこの状況の内容について私はもうちょっと調査する、これを一つの形にしたらいい

のではないかなと思うのです。そのことを私は前回質問したら、申し込みとかそういう部

分にもそういうものを１つ設ければ調査は十分できますよという答弁もいただいていまし

たので、だからやっぱりそういうことをぜひしていただいて、どういう形で浦幌に雇用の

そういう潜在的な需要があるのかということの調査をぜひしていただいて、これだけでは

なくてまた違う部分でも雇用対策打てるかもしれませんから、私はそういう意味からこの

部分についてはもっともっと調査をする必要が、内容調査を把握する必要があるのではな

いかという質問を前回もしましたので、この辺についての今の考え方について、これをあ

わせて２点お願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 私のほうからコミュニティバスのご質問についてお答えいた

します。 

 ２点ばかりあったと思いますけれども、まず１点目の昨年の３月に第１回目の協議会を

やりまして、その後事務が進んでいないというご指摘がございましたけれども、この辺に

つきましては、25年度の予算につきましては、先ほどもちょっと言いましたけれども、国

の補助事業ということがございまして、この指令が来たのが５月の下旬ということで、そ
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れ以前に事業を進めるということになると指令前着手になりますので、これはできないと

いうこともありまして、６月に入って作業が進んだと。それまでにできることはやってお

りましたけれども、そういう事情がございました。 

 それから、各地域の実情をどうやって把握するのだと、構成メンバーからいうとちょっ

と偏っているのではないかと、あるいはもう少し広いエリアから人選したほうがいいので

はないかというご質問ございましたけれども、これにつきましてはこれから検証していく

業務の中で当然バスは全地域走らせますし、それからアンケート調査も行います。それに

よってある程度地域ごとの実情、あるいは考えていることがわかると思います。それから、

今現在昨日からまちづくり政策の出張説明会も始めました。昨年は住民参加条例と、それ

から地域防災組織の関係を中心にして出張説明会を実施しておりましたけれども、本年度

につきましてはコミュニティバスについて項目に入れまして、きのうは富川の行政区でし

たけれども、早速上の地区の考え方について、ちょっとでしたけれども、ディスカッショ

ンさせていただきました。そういうことも今後いろんな機会を通じて地域の意見等につい

ても把握していきたいというふうに考えております。 

〇田村議長 議場内ちょっと蒸し暑くなってきておりますので、上着を自由に外してよろ

しいですから。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 ２点目の雇用の関係でございます。今議員から質問がありましたように、

このことに関しては昨年実施しました町民アンケート含めて町の重要課題だというふうに

は認識してございます。その中でも雇用対策を求める町民からの声も一番大きかったとい

うことは存じておりますし、昨年もこの補助金については議員から質問等ありますし、３

月の予算の中でも雇用対策についてはやっていくのだと、町としてもやっていくのだとい

うことで説明をしてきたかと思います。そんな中で、今現在うちのほうとしてもその段取

りをさせてもらっております。１つには、町民アンケートの中でも町民全ての方からいろ

んなそういう雇用に対する情報をいただきたいということを考えてございます。また、今

回の補助金の申請に当たりましても内容等についてはよく中のわかるものと、一応足を運

んで聞かせてもらっている関係もございます。そういうような中で情報を収集して、先ほ

ど言われましたようにまだまだそういうあれがあるのかと、潜在的に雇用のあれがあるの

かとか、そういう部分含めまして今年は雇用対策については十分考えていきたいというふ

うに考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

〇田村議長 ６番、福原議員  

〇福原議員 ２点ほどお伺いいたします。 

 １点目、総務費のほうの道の補助金の歳入の件です。このたび北海道消費者行政活性化

事業として37万4,000円、補助率100％で道のほうから歳入があったように記載されており

ます。この事業に対して町の姿勢、今後の姿勢も含めてお聞きしていきたいと思っており

ます。 
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 それと、２点目がまちづくりの企画費のほうです。ギャップフィラーの難視聴対策とし

まして市街地における無線局の設置の有効期限ということで6,000円ですが、ついた補正で

す。現在浦幌市街地における難視聴世帯というのでしょうか、そういったものがあるのか、

ないのか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。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 ただいまの北海道消費者行政活性化事業補助金100％でございますが、

これにつきましては当初平成21年から23年まで実施されまして、継続で去年、そしてまた

再継続で今年ということで行っております。それで、申請をいたしまして、内容につきま

しては啓発用のパンフレット作成の部分と、それと消費者生活相談員の研修の関係で、こ

の部分について要望いたしまして、一応内示を得たということでございます。それで、今

後につきましても消費者協会のほうといろいろ相談をしながら、また行っていきたいと思

います。よろしくお願いします。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 難視聴の関係をお答えいたします。 

 現在浦幌町におきまして難視聴世帯につきましては、そういうエリアがないというふう

に確認しております。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 道の消費者行政の件でございますが、浦幌町も非常に消費者行政に対しては

熱心に取り組んでいっていただいているものと思っております。ただし、相談員の資格取

得ということに関しましては、私ども町民も非常に努力はしているのですが、２週間、２

週間の講習を受講して、11月に資格者の本試験があるのですが、これを丸１カ月の勉強を

してから自費で試験を受けに行ってもらって、もちろん札幌でしかこの講習はやっており

ません。それで、この４週間の講習を受講していただけるかずっと探しているのですが、

なかなか該当者がいないというか、この長期間にわたっての勉強に参加して、11月の試験

に間に合うようなことで勉強していただける方がなかなかいらっしゃらないということで

非常に苦慮をしております。それで、前にも町のほうにお願いをして、何とか有資格者の

取得に対する費用も含めて人的なものを町で見ていただけないかということで何度かお願

いはしてあります。それで、このことについてももし１回でだめであれば最低でも２度ぐ

らいはこの経費を町のほうで何とか見てもらえないかというふうに、私はこの補助率100％

の相談事業に対する道の姿勢、国の姿勢も非常にこのごろ一生懸命やっていただいている

ものと思いますので、浦幌町のこういった安心、安全な町民の生活に対する資格者も養成

をしていただきたいということをここでお願いをしたく申し上げます。 

 それと、難視聴世帯ですが、ＴＢＳというテレビですよね、多分この地デジの無線局と

いうのは。光南あたりは、帯広に向けないとこのものは入ってこないのです。とりあえず

は入ってきているから黙ってはいるのですが、なかなかここの無線局から受信するのが不



 － 44 － 

可能ではないかなと思うのですが、実際にそんなことはないでしょうか。その辺ちょっと

伺っ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。 

〇小路谷町民課長 今消費者相談員の関係でございますが、過去にも受けられたというこ

とを聞いております。残念ながら合格しなかったということを聞いております。それで、

この間ちょっと会議がありまして、帯広の絡みでいろいろお話をさせてもらいましたけれ

ども、やはり浦幌ばかりでなくて、市以外は各町村いろいろ相談員がいないということで

悩んでおります。それで、市のほうから養成で月に１回ですとか、それから研修会ですか、

それに来てくれないかということで各町村要望を出しておりますが、市のほうもやっぱり

厳しいというか、なかなかそれに要望に応えるだけの人材というか、人員がいないという

ことで、今後またこの関係についてはいろいろ十勝の中でも協議をしていきましょうとい

うことでこの間は終わっております。 

 そして、費用の関係ですが、私のほうからどれだけお答えになるかどうかわかりません

けれども、必要なことであれば内部協議ということをしていかなければならないのかなと

も思っております。 

 以上です。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 難視聴の関係でございますけれども、今福原議員がおっしゃ

られたＴＢＳ、テレビ北海道のＴＶｈ、役場についておりますギャップフィラーにつきま

しては、基本的には帯広のほうにアンテナを向ければ見れるはずなのですけれども、浦幌

町は地区によってはなかなか電波の強弱があって見れないというようなことで、そういう

従来どおり帯広に向けても見えない方については、中継点として役場の上に中継局をつく

って、アンテナを役場のほうに向けると見えるようになりますよということで従来やって

きております。帯広に向けて映らなければ役場に向けるということになっておりますので、

基本的にはそれで解決しているとは思っているのですけれども、それでもし解決していな

いのであれば、ちょっと後で教えていただければその辺どんなふうにしたらいいかという

ことを考えていきたいというふうに考えております。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 今回の補正予算の中で数々出てきております公共事業の設計労務単価のこと

でお聞きします。 

 このたびのこの予算に関しては、執行が大変だったとは私も推察しております。ただ、

こういった制度がこれからも私たちの町に適用されるのであれば、ぜひこれはこの工事に

かかわる人たち、実際に現場で働く労働者の皆さん、この方たちにしっかりと周知してい

ただきたいと思います。それから、この設計労務単価の上昇、これは16％を超えると聞い

ておりますが、これはやっぱりこういう賃金の上昇の趣旨、こういったことも考えまして、
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ぜひこの機会に現場労働者の社会保険加入、このことも含めて促進を図ってほしいのです

が、こういったことを徹底するために町としてはそのチェック体制どのように今後やって

いくのか。やっぱり町が関係するこういった事業が町の中に行われるに当たっては、労働

者の皆さんにも北海道、これは国のこういう考え方が行き渡るように、これをしっかり監

督してほしいと思います。このことに関してご質問いたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 私のほうからただいまのご質問にかかわりまして、予算の補正の編成の

こともございますし、またただいま設計労務単価という部分のお話もございました。入札

の発注にかかわる等々がございますので、私のほうから説明させていただきたいと思いま

す。 

 今回の公共工事設計労務単価のいわゆる特例措置ということで、それに伴います措置と

いうことで対応として今回補正予算の計上をさせていただいた内容であります。このこと

につきましては、平成25年度公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置という

ことで、特例措置についてという内容で国土交通省から各都道府県と政令指定都市にその

通知が発せられたものが端を発しております。その後、各都道府県知事が所管の北海道で

すと北海道内におきまして道知事から各部局にそういった案内も出されているというよう

な内容を伴っているものであります。公共工事の設計労務単価につきましては、これはほ

ぼ各市町村がこの公共工事の設計労務単価を使用した中で設計積算を行っていると。それ

が予算予定価格の積算の根拠になっているという内容でございます。その関係で、本来で

すとこのいわゆる単価の上昇、または減少という措置については、先ほど特例措置という

ことをお話しさせていただきましたとおり、本来ですとそういった措置はなかったわけで

ありますけれども、今般は全国平均15.1％の労務単価の引き上げという国交省の方針から、

加えてこの特例措置によって適切に運用を図ってもらえるようという意味合いの通知があ

ったということを受けての内容であります。 

 その関係で、ただいまおっしゃった労務単価について実際の労務に携わる人方に反映さ

せるべきだという部分についてでありますけれども、このことにつきましてはやはり発注

をする側から受注される側のほうにそういった旨の話も今後させていただくというふうに

は思ってございます。また、引き上げ、今回補正が整いましたらそのことにつきましての

対応もございますので、そういう部分についても発注の中でさせてはいただきたいなとい

うふうに思ってございます。ただ、今後労務携わっている方々が直接このことについてこ

ちらで先ほどお話ございました社会保険のことについても調査するすべはないわけであり

まして、このことにつきましては受注されるその事業者にその旨法的な遵守を図っていた

だくことを発注の中で強く求め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。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 
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〇差間議員 それで、町内の指定管理者もいると思うのです。ですから、こういったとこ

ろの労務者、労働者にもこの今回の労務単価の引き上げということで、これは実際今後町

はどう考えているのか、このことについて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 今回の労務単価の引き上げについては、国の国交省と農水省、２省が公共

工事の単価のアップということで引き上げをしました。それが実際に実勢として地方でど

の程度そういう労務単価が上がっているのかという実態については、正直言ってわからな

い部分もあるわけでございますけれども、国が今回引き上げた内容というのは特に東日本

大震災の中で今復興が本格的に始まってきたと。そういう中で労務者が足りなくなってき

て、公共工事をやる上で人手が足りないというのが大きな流れの中での単価アップという

ふうに聞いております。今回の単価アップは、あくまでも公共工事という意味合いでの単

価アップ、先ほど言いましたように特に型枠工と言われますように基礎をやる方々の職人

が非常に少ないというようなことも含めて、そういう人たちを確保する上で労務単価が必

要だというような実態、これは浦幌町においてはその辺はあるというふうに伺っておりま

す。そういった意味で、あくまでも公共工事にかかわっての労務単価のアップということ

で、今ご質問の指定管理者の労務単価、これについてはどうなのかということであります

けれども、これらについては一様に上げていいのかどうかという部分については、やはり

これからの全体の労務単価の引き上げということがどういうふうに地域に波及してくるの

かという状況を見きわめて、その上で今後については検討していきたいということであり

ますので、今単純に公共工事が単価アップしたからすぐ指定管理者の労務単価を上げると

いう状況にはないということでありまして、今後を見きわめていきたいということでござ

います。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 町内には公共工事ばかりではなく、本来なら実際に町が直接管理してやるよ

うな工事も町のいろいろな事業者に委託してやっている、こういった事業があるのはもち

ろん当然のことではありますが、問題はそこで働いている人たちがやっぱり地域、浦幌町

に関係する仕事をやるということで労働者が恩恵を受ける、こういったことに対しては町

がもう少し積極的にかかわっていくことも必要だと思います。 

 それで、例えば事業実施状況報告、その中で労務単価も含めて詳しく事業者から報告を

いただいて、それに対して深く町がかかわっていく。もちろんそれに対しましては、私た

ちも議員としてかかわれる部分はかかわっていきたいとは思いますが、そういったことに

関して今後何か予定しているかどうか、またその考えがあるかどうかご質問いたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問にかかわりまして、事業者のほうから報告をしていた
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だく調査はどうかという意味合いだったと思います。このことにつきましては、ある意味

では事業者の方に報告義務が課せられるのかといったような観点も成り立つかと思いま

す。現在札幌市におきまして公契約条例の継続審議というようなことだと思いますけれど

も、新聞で報道されていました。このことについては、相当な期間を要しているようであ

ります。内容といたしましては、その労務単価等にかかわりまして発注をして、受注を受

けた事業者のほうからそういった報告の義務的なものを課せられるかどうかという部分が

非常に論点の状況になっているというふうなことも記載をされてございました。それが年

数、時間もかかった中で、いまだまだ成立が難しいような報道もなされている現状であり

ます。そういったことも踏まえて、事業者に対して報告の義務を課せられるかどうかとい

うのは大きな問題になりますので、このことにつきましてはその札幌市で進めております

公契約条例の今後の事務の進め方等を注視しながら、どのような押さえができるかという

ことは調査をさせていただきたいと思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 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41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１７ 議案第４２号 

〇田村議長 日程第17、議案第42号 平成25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。 

〇大山産業課長 23ページをお開き願います。議案第42号 平成25年度浦幌町町有林野特

別会計補正予算。 

 平成25年度浦幌町の町有林野特別会計補正予算（第１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14万3,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ9,405万4,000円とする。 
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 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25年６月10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説明を省略さ

せていただきます。 

 次のページでございます。歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括についても説明を

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、３款繰入金、２項１目基金繰入金14万3,000円

を追加し、1,520万2,000円、１節基金繰入金、基金繰入金を14万3,000円追加するものでご

ざいます。 

 ３、歳出、２款１項財産造成費、１目造林費14万3,000円を追加し、7,021万8,000円、13節

委託料、野そ駆除剤散布委託料14万3,000円の追加でございます。今回の補正につきまして

は、殺そ剤空中散布経費の改定によるもので、内容につきましては説明資料17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42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１８ 議案第４３号 

〇田村議長 日程第18、議案第43号 平成25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。 

〇小路谷町民課長 27ページをごらんください。議案第43号 平成25年度浦幌町国民健康

保険事業特別会計補正予算。 

 平成25年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところ

による。 
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 （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58万円を減額し、歳入歳出の総額を

歳入歳出それぞれ９億1,500万5,000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25年６月10日提出、浦幌町長。 

 28ページの第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略させていただきます。 

 29ページの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。 

 今回の補正予算につきましては、４月１日付の人事異動に伴います人件費の補正でござ

います。節の説明は省略させていただきます。 

 30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58万円を減額し、１億1,088万4,000円、３節その他一般会計繰入金58万円の減額。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費58万円を減額し、2,683万2,000円、

３節職員手当等33万6,000円の減額、４節共済費24万4,000円の減額でございます。 

 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） 

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43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１９ 議案第４４号 

〇田村議長 日程第19、議案第44号 平成25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。 

〇小路谷町民課長 31ページをごらんください。議案第44号 平成25年度浦幌町介護保険

特別会計補正予算。 

 平成25年度浦幌町の介護保険特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところによる。 
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 （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578万8,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ６億4,954万6,000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25年６月10日提出、浦幌町長。 

 32ページの第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略させていただきます。 

 33ページの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。 

 今回の補正予算につきましては、４月１日付の人事異動に伴います人件費の補正でござ

います。節の説明は省略させていただきます。 

 34ページをごらん願います。２、歳入、６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金578万8,000円を減額し、１億2,217万1,000円、３節職員給与費等繰入金578万8,000円

の減額。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費152万8,000円を減額し、1,530万

7,000円、２節給料102万9,000円の減額、３節職員手当等22万円の追加、４節共済費71万

9,000円の減額。 

 ４款１項地域支援事業費、３目包括的支援事業費426万円を減額し、2,303万4,000円、２

節給料185万8,000円の減額、３節職員手当等102万2,000円の減額、４節共済費138万円の減

額でございます。 

 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） 

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44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４５号 

〇田村議長 日程第20、議案第45号 平成25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。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 町立診療所事務長。 

〇佐藤診療所事務長 36ページをごらん願います。議案第45号 平成25年度浦幌町浦幌町

立診療所特別会計補正予算。 

 平成25年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計補正予算（第１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217万2,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ２億9,613万5,000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25年６月10日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 38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

省略させていただきます。 

 今回の補正予算の内容につきましては、４月１日付人事異動等に伴います人件費の補正

の内容でございます。なお、節の説明は省略させていただきます。 

 39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217万2,000円を追加し、9,184万8,000円、１節一般会計繰入金217万2,000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１項診療所費、１目診療所管理費61万7,000円を減額し、5,747万9,000円、

２節給料12万3,000円の更正減、３節職員手当等10万5,000円の更正減、４節共済費38万

9,000円の更正減でございます。 

 ２目医業費278万9,000円を追加し、２億3,860万6,000円、２節給料259万7,000円の追加、

３節職員手当等112万8,000円の追加、４節共済費93万6,000円の更正減でございます。 

 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申し上げます。 

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45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。 
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 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４６号 

〇田村議長 日程第21、議案第46号 平成25年度浦幌町個別排水処理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 40ページをお開き願います。議案第46号 平成25年度浦幌町個別排水処

理特別会計補正予算。 

 平成25年度浦幌町の個別排水処理特別会計補正予算（第１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86万5,000円を減額し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ5,285万4,000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25年６月10日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 次のページをお開き願います。歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括は省略させて

いただきます。 

 次の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、人事異動に伴う人件費

の補正をするものでございます。 

 ２、歳入、４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金86万5,000円を減額し、

2,585万2,000円、１節一般会計繰入金86万5,000円の更正減、一般会計からの繰入金の減額

でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費86万5,000円を減

額し、1,655万1,000円、なお節の説明につきましては省略させていただきます。２節給料

51万7,000円の更正減、３節職員手当等２万9,000円の更正減、４節共済費31万9,000円の更

正減。 

 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。 
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 これより議案第46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 議案第４７号 

〇田村議長 日程第22、議案第47号 平成25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 44ページをお開き願います。議案第47号 平成25年度浦幌町簡易水道特

別会計補正予算。 

 平成25年度浦幌町の簡易水道特別会計補正予算（第１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120万3,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ４億9,527万6,000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25年６月10日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 次のページをお開き願います。歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括は省略させて

いただきます。 

 次の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、人事異動に伴う人件費

の補正をするものでございます。 

 ２、歳入、４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金120万3,000円を減額し、

１億749万6,000円、１節一般会計繰入金120万3,000円の更正減、一般会計からの繰入金の

減額でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費120万3,000円を減額し、2,661万

円、なお節の説明につきましては省略させていただきます。２節給料45万7,000円の更正減、

３節職員手当等22万5,000円の更正減、４節共済費52万1,000円の更正減。 

 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47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。 

 

    ◎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。あすから６月13日までの３日間、議事の都合により休会とし、６

月14日午前10時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６月13日までの３日間、議事の都合により休会とし、６月14日午前10時

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４５分 


