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平成２８年第２回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

平成２８年６月１３日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 ０時０８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、教育委員長） 

 日程第 ７ 報告第 １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 ２号 平成２７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 ３号 権利の放棄について 

 日程第１０ 承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２８年度浦幌町一般会計補正予算） 

 日程第１１ 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２８年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算） 

 日程第１２ 議案第６４号 浦幌町歯科診療所設置条例の廃止について 

 日程第１３ 議案第６５号 財産の無償貸付について 

 日程第１４ 議案第６６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６７号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

 日程第１６ 議案第６８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１７ 議案第６９号 財産の取得について 

              （除雪ドーザ） 

 日程第１８ 議案第７０号 平成２８年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第１９ 議案第７１号 平成２８年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算 

 日程第２０ 議案第７２号 平成２８年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第２１ 議案第７３号 平成２８年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算 

 日程第２２ 議案第７４号 平成２８年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 

〇出席議員（１０名） 

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

   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 

     ま ち づ く り 政 策 課 長   山  本  輝  男 

          町 民 課 長      山  本  浩  宣 

     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   小  島  師  紀 

     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 

 

〇出席議会事務局職員 

     局    長   新  川  寿  雄 

     議 事 係 長   中  田     進 



 － 3 － 

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28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。 

 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28年第２回浦幌町議会定例会の開催について、６月６日午前、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。 

 本定例会には、報告３件、承認２件、一般議案６件、平成28年度一般会計及び特別会計

補正予算５件であります。議会提出は、発議、発委等であります。以上の内容を踏まえ、

会期は本日から６月20日までの８日間でお願いいたします。次に、一般質問でありますが、

６月17日を予定しており、通告期限は明日14日正午までとなっております。 

 また、会議録署名につきましては、順番に指名されるよう議長に申し入れをしておりま

す。 

 次に、本日の日程につきましては、諸般の報告、常任委員会報告、行政報告に続き、報

告第１号から３号までの３件、承認第４号から５号までの２件、一般議案第64号から69号

までの６件、平成28年度一般会計ほか特別会計補正予算の議案第70号から74号までの５件

の審議を予定しております。 

 次に、５月23日に行政視察に伴い岩手県洋野町で開催された洋野町との議員交流会につ

いて報告をいたします。交流会には議員全員10名で参加し、洋野町からは町長、副町長を

初め議員全員16名が参加しました。平成26年に友好の町絆協定及び災害時相互応援協定を

結んでいる両議会の議員同士、和やかな中で議会活動などについての意見交換を実施、両

町の未来へ向けて大変有意義な議員交流となりました。 

 翌24日午前に行われた洋野町の行政視察では、洋野町役場において担当課職員と副町長

から平成23年３月に発生した東日本大震災の漁業被害とその後の復興について説明を受け

ました。被害の大きかった八木漁港と市場の復興をいち早く進め、今後災害に強いまちづ
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くりを目指すため平成23年７月に洋野町震災復興計画を策定し、海と高原の絆、未来へ確

かな復興を基本目標に現在復興に向けて着実な歩みを進めていること、また浦幌町から義

援金をいただいたことについて感謝の言葉が述べられました。現地視察では、復旧整備さ

れたウニの栽培施設や新設された体験交流もできる複合施設、ひろの水産会館などを視察、

現地では漁業施設はほぼ復旧し、町の特産品であるウニの漁獲量は震災前の７割程度回復

していると説明がありました。その後、大野模範牧場において岩山牧場長から姉妹提携牧

場の経過と概要について説明があり、浦幌町模範牧場との交流の意義と今後への期待が述

べられました。 

 過密な日程でございましたが、大変有意義な研修をすることができました。研修実施に

ご理解をいただいた町理事者に、この場をおかりして議員一同心より感謝を申し上げたい

と思います。 

 以上、議会運営委員会の協議結果と洋野町における行政視察の報告であります。議員各

位のご協賛賜りますようお願いを申し上げ、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、５番、二瓶隆議員、６番、福

原仁子議員を指名いたします。 

 

    ◎日程第３ 会期の決定 

〇田村議長 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りをいたします。本定例会の会期は、本日から６月20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20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28年５月30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28年５月18日から平成28年６月12日までの議長等の動静及び議員の派遣結果

報告につきましては、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28年２月分から平成28年４月分の例月出納検査報
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告につきましては、事前に配付してありますので、ご了承願います。 

 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 委員会調査報告。 

 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つ、調査事件、優良市町村行政視察、宮城県石巻市、長野県下條村であります。宮城

県石巻市においては、東日本大震災における被害状況、現状、復興への取り組み、長野県

下條村においては人口減少対策として、①、人口減少対策の経過、現状、今後、②、少子

化対策施策、③、成人、高齢者施策、④、人口減少対策の特徴にある事業について調査を

いたしました。 

 調査実施期日においては、平成28年４月13日に行政視察に対する事前研修、平成28年５

月25日から26日においては行政視察実施日であります。平成28年６月２日に行政視察事後

研修を行いました。委員会協議会事前研修を行いました。日程については、お示ししてあ

るとおりであります。 

 ３、調査の経過と結果、今回の調査は行政視察に関する基準に基づき、４月13日、事前

研修、５月25日に石巻市、翌26日、下條村の行政視察、６月２日の事後研修と委員会を開

催し、調査を行いました。 

 詳細については、報告書に記載のとおりですので、要点のみを報告いたします。宮城県

石巻市について述べます。東日本大震災における被害状況、現状、復興への取り組みにつ

いて。石巻市役所において東日本大震災における被害状況、現状、復興の取り組みについ

て総務部危機対策課、復興政策部ＩＣＴ総合推進室、議会事務局の担当者から説明を受け、

質疑を行いました。地震の発生状況、石巻市の被害状況、石巻市の浸水状況は、２ページ

の表に記載のとおりであります。 

 ３ページをお開きください。石巻市では、宮城県第３次被害想定における津波災害対応

として、過去の地震、津波被害を参考に昭和８年の昭和三陸地震による石巻市津波高最大

10メートルを想定し、防潮堤などはこれらを防げる高さとしておりましたが、平成23年の

東日本大震災はそれをはるかに超える津波となりました。東日本大震災の地域別被災状況

の比率として、石巻市が死者数で全体の21％、行方不明者数で17％を占めており、主な死

因は92.4％が溺死でありました。最大の被災地となった要因としては、津波が旧北上川を

遡上し、平野部を浸水するなどの地形的な部分、過去の想定にとらわれ過ぎた防災対策、

堤防などのハード整備がされている及び実際には被害の小さい津波警報などという意識に
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よるこれまでの経験による津波のイメージの固定化や想定以上の津波は来ないというよう

な正常化の偏見がみずからの命を守る能力の低下につながったとの説明でありました。防

災意識を示す意識として、生存者のみでありますが、東日本大震災に係る市民調査結果の

中でいつ避難を始めたかという問いにおいては、下記の表のとおり、津波が来るまで避難

しなかった方が46％もおりました。 

 ４ページには避難所開設時の課題、避難所運営の課題、要援護者に関する避難所対応状

況、５ページには東日本大震災後に目指す避難所、６ページ、７ページには被害時の被害

対策本部の状況、８ページには職員の問題として防災意識が低い、行動意識が低い、職場

の問題として当事者意識、能力がないとのお話でした。今後の防災対策についても８ペー

ジに掲載してあります。 

 ９ページには、石巻市震災復興基本計画の策定を復興、再生、発展のための10年間の計

画を策定、平成26年１月１日には市民の役割、事業所の役割、市の役割を盛り込んだ石巻

市防災基本条例を制定しました。 

 10ページには、石巻市災害時備蓄計画として、備蓄物資目標数量を上げて取り組み、ま

た自主防災組織の設立を支援するとともに、石巻市自主防災組織機能強化補助金要綱によ

り補助制度を確立しています。要綱では、①、防災資機材購入費補助、②、防災倉庫設置

購入費補助、③、食料備蓄購入費補助、④、防災訓練費補助、⑤、防災士養成講座受講費

補助について規定されています。また、災害時に暗闇で救助活動が困難を極めた経験を踏

まえ、石巻スマートコミュニティ事業にも取り組んでいました。 

 11ページには要援護者の関係、介護保険施設、学校の統廃合、自主防災組織、震災前と

震災後の人口の推移などに対して質疑を行った回答を掲載しております。11ページ後段に

なりますが、石巻市は地域防災連絡会を設立し、学校、自主防災組織、町内会などがふだ

んから災害時の避難経路、避難場所などを共通理解し、災害時には要援護者への対応や避

難所運営の協力体制の構築を進めています。自主防災組織、地域防災連絡会、行政区、町

内会などで行政職員がかかわらなくても要援護者の支援も含め動き出せる体制が80％でき

ているとの説明でありました。本町においても町民との情報共有、自主防災組織の必要性

なども含め、防災に対する意識啓蒙や体制整備をさらに進めていくための参考となる行政

視察となりました。 

 次に、長野県下條村の人口減少対策についてでありますが、12ページをごらんください。

人口減少時代に人口がふえる奇跡の村として、村民みずからの手による公共事業などがマ

スコミで取り上げられ、一躍注目される村となり、平成15年11月から500団体を超える視察

の受け入れを行っているそうであります。人口の推移としては、平成２年の3,859人、983世

帯を下限に、平成17年には4,204人、1,260世帯となり、平成28年４月現在では3,917人、

1,286世帯と微減に転じております。早くから人口減少対策に取り組み、成果を上げている

ことから視察を行い、今後の浦幌町の参考とするものであります。 

 下條村役場において人口減少対策について副村長、総務課長から説明を受け、質疑を行
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いました。なお、村の沿革、合計特殊出生率については掲載のとおりです。 

 13ページに記載の人口減少対策の経過、現状、今後では、平成26年度決算で借金返済の

重さを示す実質公債費比率でマイナス6.4％となり、全国１位になりました。定期償還に加

えて繰上償還の効果があらわれたと分析されています。人口減少対策として、福祉政策、

若者定住促進住宅の自主財源による建設、教育環境整備、子育て環境整備、情報インフラ

整備、職員の削減などを行っております。ただし、日本全体が少子高齢化となり、対策は

行っているものの近年では自然減の増加もあり、今後の施策を模索している状況でした。 

 ②の少子化対策施策では、高校生までの医療費の無料化、保育料の引き下げ、入園前の

親子のつどい広場開設、子育て応援基金の創設、義務教育の給食費の補助、入学祝金、出

産祝金、育児手当、子育てコーディネーターの新設と放課後学童クラブの拡充、教育ロー

ン保証料補給と利子補助の新設、インフルエンザ予防接種の補助などを実施しています。 

 ③、成人、高齢者施策では、各種検診料の補助、医療費補助、在宅介護しあわせ推進事

業として在宅介護者へ月１万円を支給しています。 

 14ページには、④、人口減少対策の特徴ある事業として具体的な内容が掲載してあり、

小学校への村費教諭の配置、中学生海外研修事業、基礎学力アップドリルの購入などを行

っております。 

 現地視察として、平成18年８月から開設しているいきいきらんど下條を見学し、ここは

医療、福祉、保健の複合施設として機能しておりました。施設内には診療所、デイサービ

スセンター、健康づくりなどのためのリハビリプール、保健センター、在宅介護センター

があり、診療所とデイサービスセンターについては飯田市の医療法人が行っております。 

 下條村では、下條総合計画を柱に福祉、教育、定住促進、インフラ整備など健全な財政

基盤、基金残高69億5,148万円、実質公債費比率マイナス6.4％の健全化度全国１位、経常

収支比率67％の財政構造弾力性同規模団体全国２位、人口1,000人当たり職員数9.47の同規

模町村全国最少など、効率的で充実した行政サービスを提供し、行政運営がされている状

況であり、20年にも及ぶ人口減少対策は成果をおさめております。しかし、山間地でこれ

といった基幹産業がなく、６次産業の推進など新たな発想が求められている状況でありま

した。視察に対応された副村長の言葉で、人口減少対策の新たな発想はとの問いに、妙案

はない。特効薬もない。これだけやって効果が少ない。いかに維持するか、いかに外から

入ってくれるしかない。村内の人が住んでみておもしろくないのではだめという言葉が長

く人口減少対策に取り組んできた方の言葉だと印象に残ったところです。 

 本町においても第３期まちづくり計画を基本に重点プロジェクトも推進され、下條村以

上の充実した施策もありますが、全国でどの自治体も抱えている人口減少問題の対応に向

け、さらに進めていくための参考となる行政視察となりました。 

 以上、総務文教厚生常任委員会報告とさせていただきます。 

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 産業建設常任委員会調査報告をいたします。 
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 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、優良市町村行政視察、宮城県石巻市、長野県下條村。宮城県石巻市にお

いては、東日本大震災における被害状況、現状、復興への取り組み、スマートコミュニテ

ィの取り組み、長野県下條村については定住を目的とした住宅用地取得、住宅新増築、リ

フォーム、耐震改修などの取り組み。 

 調査実施期日、平成28年４月13日、行政視察事前研修、平成28年５月25日、26日、行政

視察実施日、平成28年６月２日、行政視察事後研修、委員会協議会事前研修においては１

月27日、２月12日、３月３日、４月６日、４月26日は総務文教厚生常任委員会との合同研

修。 

 ３、調査の経過と結果、今回の調査は行政視察に関する基準に基づき、４月13日、事前

研修、５月25日に石巻市、翌26日、下條村の行政視察、６月２日の事後研修と委員会を開

催、調査を行った。 

 なお、要旨のみを報告いたしますので、あとはごらんおきをいただきたいと思います。 

 １、宮城県石巻市、東日本大震災における被害状況、現状、復興への取り組み。石巻市

は、このたびの大震災の規模はマグニチュード９、最大震度は６強で、最大津波高、気象

庁発表によります、8.6メートルの津波が押し寄せ、市内の13.2％に当たる73平方キロメー

トルが浸水し、地殻変動は1.2メートル下落を記録し、被害想定をはるかに超えた大津波が

あった。死者3,178人、行方不明者422人、住家建物被害が全壊２万38棟、半壊１万3,046棟、

一部損壊２万3,615棟、合計５万6,699棟が被災を受けた。今回は、被災地の中でも特に被

害が大きかった市街地や沿岸部など想像を絶する被害であり、改めて自然災害の恐ろしさ

を目の当たりにし、大きな衝撃を受けた。被災から５年が経過し、瓦れきは撤去されてい

るが、被害の跡がそのままの状態で残っている箇所も多く見られた。被災を受けた要因に

ついては、津波が来るまで避難をしなかった生存者が46％もおり、過去の経験や想定にと

らわれ過ぎた防災対策や当たらない津波警報も一因と見られる。 

 災害に強いまちづくりについては、津波の減勢を図るため高盛り土道路、二線堤防の建

設を行っているほか、記載のとおりです。 

 市民の安全確保については、津波避難タワー４棟を建設、高さ12メートル、１棟の工事

費は約２億円で、200人が収容でき、誘導照明、備蓄品などを設置しており、震度５以上の

地震で自動的に解錠される。また、民間事業者等が設置し、建設する施設を津波避難ビル

として活用し、建物壁面上部に避難場所とわかるシールが張られている。建設に当たり、

記載の要件を満たせば上限1,000万円の補助が受けられる。また、避難タワーと津波避難ビ

ル間の歩行距離は約500メートルの設置としている。 

 住宅への対応について。石巻市復興公営住宅供給整備計画により4,500戸の公営住宅を建

設中です。また、自立の方には建設や住宅購入に対し補助制度があります。 

 漁業被害の再生について。被災した漁港は44港、損失漁船数2,762隻、その他損失防波堤
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の破損流失箇所は多数であり、定置網や養殖施設はほぼ全壊であったが、漁港については

ほぼ復旧された。水産加工団地の整備や水産物の放射線検査については、記載のとおりで

す。 

 農業被害の再生について。水田の津波冠水面積1,771ヘクタールで、市内の約20％に当た

る面積が冠水した。海水が浸水した箇所については、土を入れかえて復旧している。畜産

については、農家戸数、肥育頭数ともに記載のとおり減少している。 

 商店街の復興整備について。各店舗へ事業主や中小企業に対し記載の要件により補助や

融資の支援策を講じている。利子補給は、直接被害を受けた事業者に対し100％を３年間補

給している。 

 以上のように復旧、復興に係る主な事業費総額は約１兆255億円を予定しており、断続的

に国の支援を受けながら、一日も早い復興を願うばかりです。 

 次に、スマートコミュニティの取り組み。石巻市では、再生可能エネルギーを活用した

災害に強く環境に優しいまちづくりを進めるため、スマートコミュニティの取り組みを行

っており、震災復興基本計画の重点プロジェクトとして石巻市や株式会社東芝、東北電力

株式会社の官民連携事業として実施している。 

 非常時の対応について。災害等非常時において避難所となる防災拠点に太陽光発電設備、

蓄電池が整備され、電力会社から電力供給が途絶した場合、問題なく最低限電力が使用で

きるようにしている。スマートコミュニティを象徴するモデル的な地域として、復興公営

住宅535戸にエネルギー管理システムが整備され、非常時の際は廊下と階段の照明が点灯、

非常用コンセントで携帯電話などの充電も可能となっている。 

 電力の供給について。施設ごとのエネルギーを把握することができ、電力に不足を起こ

した際は余力ある施設から電気自動車により電力を運び、供給できるようになっている。 

 その他電力の確保については、記載のとおりでです。 

 次に、長野県下條村、定住を目的とした住宅用地取得、住宅新増改築、リフォーム、耐

震改修などの取り組み。下條村は、平成16年２月に下條村自立宣言を行い、11年間の行財

政改革で組織をスリム化し、道路、水路の工事資材支給や事業費のかかる公共下水道事業

をやめ、合併浄化槽事業の導入を行っている。村政に対し村民の参加が進み、自立的な自

治体構造が完成しており、地方交付税が大幅に減額されても揺るがない財政基盤となって

いる。人口の推移として、若者専用村営住宅建設や住宅地の分譲などの対策を講じ、人口

の維持に努力している。 

 若者専用村営住宅について。若者専用村営住宅は、平成９年より10棟124戸を建設し、全

て入居している。建設に当たっては、公営住宅建設事業の補助事業は使わず、入居基準の

制約されない村の単独事業で行い、起債は地域総合整備債などを充当しており、入居する

若者の条件として、地域に溶け込んでもらうために村の行事への参加や消防団への加入等

を条件としている。家賃については、他町の民間アパート家賃の平均の約半額である。 

 定住を目的とした住宅用地取得については、記載のとおりです。 
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 住宅リフォーム等補助事業について。住宅リフォーム等補助事業は、村内業者施工で工

事費20万円以上、補助率４分の１、上限20万円です。 

 住宅耐震診断については、診断料は無料で、耐震補強は事業費の半額補助で上限60万円

となっています。 

 定住支度金について。５年以上の定住を目的とした県、郡外からの転入世帯へ20万円支

給。 

 資材支給事業について。平成４年度より幅員の狭い村道や農道整備について住民みずか

ら施工する工事に関し、村がその資材を支給している。要件として、受益者３名以上の箇

所に限り、舗装、敷き砂利、側溝布設整備等、手弁当で村民が独自で工事を行っている。

今までの総額は３億円を超え、1,647カ所整備されており、業者が施工した場合は約３倍の

工事費試算であります。 

 農業、林業、工業の振興については、記載のとおりです。 

 観光の振興。道の駅信濃路下條のそばの城、遊牧館、うまいもの館、そばの館が整備さ

れており、下條村の観光の表玄関として多くの観光客が訪れ、現在は村でとれた新鮮な野

菜、果物、手芸品などを直売する組織も立ち上がり、活動している。 

 このように地道な活性化の取り組みが村のこれからの存続に向け、安心、安全で住みよ

い住環境整備や若者の定住が進み、村民参加の生き生きとした村づくりが実行されている。

今回の行政視察は、今後本町のまちづくりにとって大変参考となった。 

 以上、本委員会に付託されました調査事件である優良市町村行政視察、宮城県石巻市、

長野県下條村の調査について産業建設常任委員会調査報告といたします。 

〇田村議長 これで各常任委員会報告を終わります。 

 

    ◎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28年５月18日から平成28年６月12日までの町長等の動向につきましては、お手元に

配付のとおりでありますので、ごらんおきを願いたいと思います。 

 ２の建設工事入札結果につきましては、交付金事業、２条通改良工事ほか14件でありま

す。 

 ３の委託業務入札結果につきましては、交付金事業、相川川西線用地確定測量委託業務

ほか６件であります。 

 その他について、桜町歯科診療所の開設者の変更について報告をいたします。現在桜町

歯科診療所を運営しております医療法人社団北楡会が平成28年７月末日をもちまして閉院

することになりました。北楡会は、平成元年９月から現在に至るまで27年間の長きにわた

り、多くの町民に対し安心できる歯科診療の提供や小中学校の歯科健診に貢献していただ
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き、町として深く感謝とお礼を申し上げる次第であります。北楡会が運営する桜町歯科診

療所の閉院後につきましては、過疎地域において医師の確保が難しい状況の中であります

が、札幌を所在地とする医療法人社団澪和会が診療の空白期間を生じさせないよう引き続

き８月より歯科診療の運営を行うことになりました。浦幌町としては、澪和会が北楡会に

かわり今後の地域医療を担っていただけることに大きな期待を寄せているところでありま

すことから、町民の皆様が安心して歯科診療を受けることができるよう診療業務等の支援

を実施してまいります。 

 以上、桜町歯科診療所の開設者の変更についての報告といたします。 

 以上で行政報告といたします。 

〇田村議長 次に、教育委員長。 

〇松田教育委員長 学校給食配送業務中の事故について報告いたします。 

 ６月10日午前10時55分ごろ、町所有の給食配送車が厚内幼稚園の給食配送後、浦幌市街

に戻る途中、厚内漁港方面から国道38号線方面に向かって厚内駅前交差点に進入してきた

ところ、給食配送車の後部左側面に浜厚内方面から厚内駅へ向かって直進してきた普通乗

用車の前方右部分と衝突する事故が発生いたしました。交差点には相手側に一時停止の標

識がありました。給食配送車を運転していた業務委託契約の社員及び相手方運転手の双方

にけがはありませんでした。また、給食配送車の破損状況は、給食配送車左側面のサイド

バンパーとタイヤフェンダー等が破損いたしましたが、走行するには支障がない状態です。

現在物損事故として処理を進めているところであります。 

 日ごろより交通安全への注意を促してまいりましたが、職員並びに委託業者に対してさ

らなる注意を喚起し、再発防止の徹底に努めてまいります。 

 以上、学校給食配送業務中の事故についての報告といたします。 

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１号 

〇田村議長 日程第７、報告第１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。 

 提出者からの報告を求めます。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、議案の１ページをごらんください。報告第１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、株式会社ユーエムの平成27年度決算及び平

成28年度事業計画を次のとおり報告する。 

 平成28年６月13日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんください。経営状況等報告。平成27年４月１日から平成28年３月31日

まで。１、平成28年３月31日現在の会社の概要について申し上げます。 
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 （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、1,100株。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、

健康湯の指定管理者として管理を行っています。 

 （６）従業員の状況でございますが、男性23名、女性９名、合計32名で、そのほか専務

１名となっております。 

 次のページをごらんください。２、事業の概況につきましては、（１）委託事業について

は、一般廃棄物処理施設を初め14事業を受託し、31名の職員体制で業務を行ってまいりま

した。 

 （２）販売事業については、ふるさと納税記念品につきましては前年を下回りましたが、

約１万セットの発送をしました。そのほか東急百貨店やドン・キホーテとの提携による取

り組みなどを行ってきました。ギョウジャニンニクについては、栽培物が低価格で出回っ

ているため価格競争となっておりますが、天然物を押し出して差別化を図っています。 

 （３）健康湯事業については、天候の影響で８月については前年を大きく下回りました

が、町民の皆様には平均してご利用をいただいております。 

 次のページをごらんください。平成28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。 

 次のページをごらんください。平成27年４月１日から平成28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。経常損益につきましては、営業損益の部、売上高は１億

7,163万1,867円、売り上げ原価は3,312万9,892円、販売及び一般管理費は１億2,970万

662円、営業利益は880万1,313円、営業外損益、営業外収益は21万8,064円、営業外費用は

10万2,518円、経常利益が891万6,859円になりました。法人税等充当額が232万7,644円、当

期純利益が658万9,215円、前期繰越利益がマイナス3,289万4,938円、当期未処分利益がマ

イナス2,630万5,723円でございます。 

 次のページをごらんください。平成28年度事業計画について申し上げます。１、委託事

業については、各事業所において一人一人が公的事業に携わっているという自覚を持ち、

自己の責任を全うするよう常に啓蒙してまいります。 

 ２、販売事業につきましては、平成27年度はふるさと納税記念品については前年度を下

回り、今後も苦戦が予想されます。東急百貨店ギフトは、平成28年10月からの第４回目の

参加が決定いたしました。また、今年度から関東の大手食品メーカー、関西の大手スーパ

ーとの間でジンギスカン類の商談が成立し、お中元、お歳暮の産地直送の取り組みが始ま

ります。今年度も積極的に商談、イベントに参加して、新たな販路拡大を目指します。具

体的には記載されております４件の取り組みなどを進めてまいります。 



 － 13 － 

 ３、健康湯事業につきましては、地元のお客様には安定したご利用をいただいておりま

す。７月、８月、９月のキャンプ、旅行シーズンでは天候に左右されますが、清潔さを第

一に清掃担当を１名増員して環境整備を行っています。 

 次のページをごらんください。平成28年度事業総括収支計画について申し上げます。事

業収入の販売事業が3,200万円、受託事業及び指定管理事業が１億2,618万988円、事業収入

を合計いたしまして１億5,818万988円、事業支出の販売事業の商品及び原料費が1,800万

円、営業経費及び管理費が730万円、計2,530万円、受託事業及び指定管理事業の各事業所

支出経費が１億1,938万988円、一般管理経費が680万円、計１億2,618万988円、事業支出を

合計いたしまして１億5,148万988円、粗利益は670万円でございます。 

 次のページの平成28年５月30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

んおき願います。 

 以上で株式会社ユーエム経営状況等報告とさせていただきます。 

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。 

（「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１号を終わります。 

 

    ◎日程第８ 報告第２号 

〇田村議長 日程第８、報告第２号 平成27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。 

 提出者からの報告を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案の９ページをごらん願います。報告第２号 平成27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27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28年６月13日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。平成27年度浦幌町一般会計繰越明許費繰越計算書。２款

総務費、１項総務管理費、事業名、地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業、金額

1,513万3,000円、翌年度への繰越額が1,513万3,000円となるものでございます。財源の内

訳につきましては、右の欄に記載のとおりでございます。このことにつきましては、平成

28年第１回町議会定例会におきましてご議決を賜りました繰越明許費の補正の内容でござ

います。 

 ２款総務費、１項総務管理費、事業名、地方創生加速化交付金事業、金額5,685万2,000円、

翌年度への繰越額が5,685万2,000円となるものでございます。財源の内訳につきましては、

右の欄に記載のとおりでございます。このことにつきましては、平成28年第２回町議会臨
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時会におきましてご議決を賜りました繰越明許費の補正の内容でございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、事業名、合流地区担い手育成型畑地帯総合整備事業、

金額134万円、翌年度への繰越額は134万円となるものでございます。財源の内訳につきま

しては、右の欄に記載のとおりでございます。このことにつきましては、平成28年第１回

町議会定例会においてご議決を賜りました繰越明許費の補正の内容でございます。 

 ８款土木費、２項道路橋梁費、事業名、光南２条通道路整備事業、金額2,275万円、翌年

度への繰越額が2,275万円となるものでございます。財源の内訳につきましては、右の欄に

記載のとおりでございます。このことにつきましては、平成28年第１回町議会定例会にお

きましてご議決を賜りました繰越明許費の補正の内容でございます。 

 計でございます。金額9,607万5,000円、翌年度への繰越額が9,607万5,000円となるもの

でございます。その財源の内訳については、ごらんの内容でございます。 

 以上で報告を終わらせていただきますので、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２号を終わります。 

 

    ◎日程第９ 報告第３号 

〇田村議長 日程第９、報告第３号 権利の放棄についてを議題といたします。 

 提出者からの報告を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 議案11ページをごらん願います。報告第３号 権利の放棄について。 

 浦幌町債権管理条例第16条の規定により債権を放棄したので、同条第３項の規定により

次のとおり報告する。 

 平成28年６月13日提出、浦幌町長。 

 次の表は、平成27年度に放棄した債権の一覧であります。読み上げて説明にかえさせて

いただきます。 

 債権名称、学校給食費負担金、放棄の事由は条例第16条第１項第２号によるものが２件、

この件数につきましては実人員でありますので、２名となります。金額は26万5,296円、発

生年度は記載のとおりですので、ごらんおき願います。同じく学校給食費負担金、条例第

16条第２項の事由によるもの、２件、40万4,912円。 

 次に、債権名称、公営住宅使用料、放棄の事由は条例第16条第１項第５号によるもの、

５件、118万1,320円。 

 債権名称、駐車場使用料、放棄の事由は条例第16条第１項第５号によるもの、１件、

2,500円。 

 債権名称、水道使用料、放棄の事由は条例第16条第１項第２号によるもの、１件、５万
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2,880円。同じく水道使用料、条例第16条第１項第５号の事由によるもの、12件、32万8,145円

となっております。 

 以上で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３号を終わります。 

 

    ◎日程第１０ 承認第４号 

〇田村議長 日程第10、承認第４号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書の12ページをごらん願います。承認第４号 専決処分の承認を求

めることについて。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分をしたので、同条第３項の

規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成28年６月13日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

 平成28年５月24日、浦幌町長。 

 記、平成28年度浦幌町一般会計補正予算、次のとおり。 

 次のページをごらん願います。あわせまして説明資料につきましては、１ページをごら

ん願います。 

 平成28年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成28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58万9,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ62億462万9,000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。 

 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次のページの歳入歳出

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。 

 17ページをごらん願います。２、歳入、17款繰入金、２項１目基金繰入金58万9,000円を

追加し、２億578万7,000円、財政調整基金からの繰り入れでございます。 

 ３、歳出、７款１項商工費、３目工業対策費38万9,000円を追加し、170万2,000円、内容
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といたしましては説明資料１ページに記載してございますが、企業向け貸付住宅にかかわ

ります備品購入費を追加する内容でございます。 

 ８款土木費、４項都市計画費、２目公共下水道費20万円を追加し、１億8,198万9,000円、

公共下水道特別会計への繰出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、ご承認賜りますよう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。 

 これより承認第４号を採決いたします。 

 本件を承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本件は承認することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１１ 承認第５号 

〇田村議長 日程第11、承認第５号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 議案書18ページをごらん願います。承認第５号 専決処分の承認を求め

ることについて。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分をしたので、同条第３項の

規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成28年６月13日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

 平成28年５月24日、浦幌町長。 

 記、平成28年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算、次のとおり。 

 20ページの補正予算書をごらん願います。あわせまして説明資料につきましては、２ペ

ージをごらんおきいただきたいと思います。 

 平成28年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算。 

 平成28年度浦幌町の公共下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。 
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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に歳入歳出それぞれ20万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ２億8,878万3,000円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 21ページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに22ページの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。 

 23ページをごらん願います。２、歳入、５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金20万円を追加し、１億8,198万9,000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、２項施設管理費、２目処理場管理費20万円を追加し、3,021万

4,000円。 

 このたびの補正につきましては、説明資料に記載のとおり、浦幌終末処理場におきます

水質管理のための試験設備でございます送風定温乾燥機が故障により使用不能となり、管

理に支障を来すため購入したものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご承認賜りますよう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。 

 これより承認第５号を採決いたします。 

 本件を承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本件は承認することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１２ 議案第６４号～日程第１３ 議案第６５号 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 日程第12、議案第64号 浦幌町歯科診療所設置条例の廃止について及び日程第13、議案

第65号 財産の無償貸付については、提案理由が同一の条件であります。一括議題として

審議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。 

 日程第12、議案題64号 浦幌町歯科診療所設置条例の廃止について及び日程第13、議案
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第65号 財産の無償貸付についての２件を一括議題として審議することに決定をいたしま

した。 

 ただいま一括議題とした案件の提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 議案第64号 浦幌町歯科診療所設置条例の廃止について及び議案第

65号 財産の無償貸付についての２件を一括説明させていただきます。 

 議案の24ページをごらん願います。議案第64号 浦幌町歯科診療所設置条例の廃止につ

いて。 

 浦幌町歯科診療所設置条例を廃止する条例を次のように定める。 

 平成28年６月13日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町歯科診療所設置条例を廃止する条例。 

 浦幌町歯科診療所設置条例（昭和57年浦幌町条例第16号）は、廃止する。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 続きまして、議案の26ページをごらん願います。議案第65号 財産の無償貸付について。 

 地方自治法第96条第１項第６号の規定により、次のとおり財産を無償で貸し付けること

について議会の議決を求める。 

 平成28年６月13日提出、浦幌町長。 

 １、無償貸し付けする財産、土地、所在といたしまして浦幌町字新町15番地24、地目、

宅地、面積261.84平方メートル。浦幌町字新町15番地９のうち、地目、宅地、面積398.85平

方メートル。建物、所在、浦幌町字新町15番地９、構造、木造平家建て、床面積158.06平

方メートル。 

 ２、無償貸し付けの相手方、浦幌町字南町15番地18、坪内徹郎。 

 ３、無償貸し付けの目的、当該土地及び建物を歯科医師である上記相手方に無償で貸し

付けることにより、安定した地域医療を確保することを目的とする。 

 ４、無償貸し付けの条件、無償で貸し付ける土地及び建物は歯科診療業務に使用するも

のとし、他の目的に供してはならない。 

 ５、無償貸し付けの期間、歯科診療業務の廃止まで。 

 まず、議案第64号 浦幌町歯科診療所設置条例の廃止についてですが、議会説明資料に

より説明いたします。説明資料の３ページをごらん願います。浦幌町歯科診療所設置条例

を廃止する条例説明資料。まず、１の廃止の趣旨でございますが、町立新町歯科診療所に

おいて土地及び建物を歯科医師に貸し付けし、歯科診療業務の運営を行うことから、この

たび浦幌町歯科診療所設置条例を廃止し、財産分類を普通財産として管理するため、本条

例を廃止するものでございます。 

 ２の条例廃止の対象となる歯科診療所でございますが、名称、浦幌町立新町歯科診療所、

設置場所、浦幌町字新町15番地の24でございます。 

 ３の施行期日でございますが、公布の日から施行するものでございます。 
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 続きまして、議案第65号 財産の無償貸付についてですが、ただいま議案説明資料３ペ

ージの浦幌町歯科診療所設置条例を廃止する説明資料でご説明させていただきましたとお

り、普通財産として管理します土地及び建物を歯科医師に無償で貸し付けを行いますこと

から、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例、昭和39年浦幌町条例第７号では、他

の地方公共団体、その他公共団体、または公共的団体において公用、もしくは公共用、ま

たは広域事業の用に供するとき以外は財産を無償で貸し付けることができないと規定され

ているため、地方自治法第96条第１項第６号の条例で定める場合を除くほか、適正な対価

なくして財産を譲渡し、もしくは貸し付ける場合は、議会は議決しなければならないと規

定されていますことから、このたび議会の議決を求めるものでございます。 

 なお、議案書には無償貸し付けする土地に新町15番地９のうちと表示していますが、議

案説明資料４ページに記載されていますとおり、新町15番地９の全体面積2,331.78平方メ

ートルのうち、点線で表示しています398.85平方メートルの一部を貸し付けするものでご

ざいます。 

 以上で説明を終わりますので、議案第64号 浦幌町歯科診療所設置条例の廃止について

及び議案第65号 財産の無償貸付についての２件の議案につきまして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64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。 

 続きまして、議案第65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６６号～日程第１６ 議案第６８号 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 日程第14、議案第66号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について及び日程第15、
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議案第67号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について並びに日程第16、議案第

68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は、提案理由が同一の

案件であります。一括議題として審議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。 

 日程第14、議案第66号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について及び日程第15、

議案第67号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について並びに日程第16、議案第

68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の３件を一括議題とし

て審議することに決定をいたしました。 

 ただいま一括議題とした案件の提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案第66号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について、議案第

67号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、議案第68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、３件一括して説明をさせていただきます。 

 今回のご提案申し上げます規約の変更につきましては、北空知学校給食組合が平成27年

11月30日をもって解散したことに伴います地方自治法の規定に基づきそれぞれ規約の変更

について協議するため本案を提出するものでございます。なお、議案の第67号では、あわ

せまして表現の一部変更、字句等の変更を行うものでございます。 

 議案書の27ページをごらん願います。議案第66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28年６月13日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。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。 

 以下、条文の朗読につきましては省略をさせていただきます。 

 続きまして、議案書の29ページをごらん願います。議案第67号 北海道市町村職員退職

手当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、北海道市町村職員退職手当組合規約を次のよう

に変更する。 

 平成28年６月13日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規

約。 

 北海道市町村職員退職手当組合規約（昭和32年１月23日32地第175号指令許可）の一部を

次のように変更する。 
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 以下、条文の朗読については省略をさせていただきます。 

 続きまして、議案書33ページをごらん願います。議案第68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28年６月13日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。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）

の一部を次のように変更する。 

 以下、条文の朗読については省略をさせていただきます。 

 施行期日につきましては、それぞれ地方自治法第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ものでございます。 

 なお、議案説明資料につきましては、５ページから７ページに記載しておりますので、

後ほどごらんおき願います。 

 以上、議案第66号から議案第68号につきまして説明理由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66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。 

 続きまして、議案第67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。 

 引き続きまして、議案第68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１７ 議案第６９号 

〇田村議長 日程第17、議案第69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。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 議案書35ページをごらん願います。議案第69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28年６月13日提出、浦幌町長。 

 １、取得する財産、除雪ドーザー１台。 

 ２、概要、８トン級ホイールローダー。 

 ３、取得価格、1,263万6,000円。 

 ４、契約の方法、指名競争入札。 

 ５、契約の相手方 帯広市西19条北１丁目３番５号、キャタピラーイーストジャパン株

式会社北海道支社道東支店長、藤田政博。 

 参考といたしまして、仮契約年月日につきましては平成28年６月１日、納期につきまし

ては平成28年12月26日としてございます。 

 今般の除雪ドーザー購入につきましては、社会資本整備総合交付金雪寒機械更新事業に

より購入するものでございます。今回平成26年１月の除雪作業中事故により損壊処分をさ

せていただきました除雪ドーザーの更新に係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69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１８ 議案第７０号 

〇田村議長 日程第18、議案第70号 平成28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 別冊の１ページをごらん願います。あわせまして説明資料につきまして

は８ページをごらん願います。議案第70号 平成28年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成28年度浦幌町の一般会計補正予算（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2,942万5,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ62億3,405万4,000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28年６月13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４ページになりますが、

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。 

 続きまして、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46万円を追加し、１億4,396万3,000円、説明資料につきましては12ペ

ージ、13ページに記載のとおりでございます。 

 ２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金840万円を追加し、3,939万9,000円、内容につき

ましては説明資料11ページ、12ページに記載のとおりでございます。 

 ４目教育費国庫補助金22万4,000円を追加し、31万8,000円、説明資料につきましては８

ページに記載のとおりでございます。 

 ３項委託金、４目教育費委託金124万2,000円を追加し、124万2,000円、内容といたしま

しては説明資料15ページ、16ページに記載のとおりでございます。 

 14款道支出金、１項道負担金、２目民生費道負担金、23万円を追加し、9,589万8,000円、

内容につきましては説明資料12ページ、13ページに記載のとおりでございます。 

 ２項道補助金、３目衛生費道補助金24万3,000円を追加し、305万円、内容につきまして

は説明資料18ページに記載のとおりでございます。 

 ４目農林水産業費道補助金1,465万6,000円を追加し、9,348万円、内容といたしましては

説明資料14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129万6,000円を追加し、2,157万6,000円、内容といたし

ましては説明資料10ページ、11ページに記載のとおりでございます。 

 15款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入34万8,000円を追加し、5,213万

2,000円、内容といたしましては説明資料８ページ、９ページに記載してございますが、購

入を予定しております建物の貸付収入を見込んでいるものでございます。 
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 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入473万3,000円を追加し、473万4,000円、説明資

料につきましては８ページ、９ページに記載してございますが、購入する予定をしており

ます土地を宅地分譲して得る収入について記載しているものでございます。 

 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、説明資料につ

きましては17ページに記載してございますが、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255万7,000円を減額し、２億323万円、財政調整基金か

らの繰り入れの減額でございます。 

 次の８ページをごらん願います。３、歳出でございますが、３、歳出に入る前に人件費

の補正につきまして一括説明をさせていただきます。内容といたしましては、予算成立後

における退職者に係る人件費、４日１日付新規採用者、４月１日付人事異動に伴います科

目変更並びに扶養等の支給区分の変更、共済費負担金率の確定に伴います変更を行う内容

でございます。一般会計、特別会計を合わせまして3,139万9,000円の更正減となるもので

ございます。各目におきます人件費につきましては、説明を省略させていただきます。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費848万1,000円を減額し、３億3,767万

5,000円、内容といたしましては人件費の内容でございます。 

 ５目財産管理費1,469万円を追加し、2,399万1,000円、内容といたしましては説明資料８

ページ、９ページに記載してございますが、桜町歯科診療所の運営者変更に伴いますその

所有する土地、建物にかかわります購入費、取得する建物につきましては医療関係者や交

流人口拡大を図るために賃貸住宅とするため改修費、備品、また管理費を追加するもので

ございます。また、15節の工事請負費につきましては、１棟５戸の建物を購入する予定で

ございますが、それにかかわります２戸分にかかわります内装改修、また外装につきまし

ては基礎の凍害による破損にかかわります工事を行うものでございます。次に、17節公有

財産購入費でございますが、説明資料にもありますが、土地につきましては東山、栄町で

ございます。建物につきましては、東山の土地にある建物でございます。購入にかかわり

ます購入費につきましては、近隣、また売買実例により購入するものでございます。また、

栄町の土地につきましては、購入後宅地分譲という形で固定資産評価額で販売を予定して

いるものでございます。 

 次に、７目企画費30万円を追加し、１億104万2,000円、説明資料につきましては10ペー

ジに記載してございますが、光ファイバーケーブルの修繕料を追加する内容でございます。 

 ８目支所費72万2,000円を減額し、1,955万円、人件費の内容でございます。 

 10目生活安全推進費86万1,000円を追加し、2,092万7,000円、説明資料につきましては

10ページに記載してございますが、街灯照明灯の修繕料を追加する内容でございます。 

 13目諸費195万7,000円を追加し、6,785万3,000円、内容といたしましては説明資料10ペ

ージ、11ページに記載してございますが、軽スポーツセンターに係る機械器具の借り上げ

並びにステージ用幕昇降装置撤去に係る経費を追加するものでございます。あわせまして

道道直別共栄線かかわります支障物件の移設に係る費用を追加する内容でございます。 
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 14目ふるさとづくり寄附奨励費70万2,000円を追加し、8,841万6,000円、内容といたしま

しては説明資料11ページに記載してございますが、ふるさと納税管理システムに係る経費

を追加する内容でございます。 

 ２項徴税費、１目税務総務費90万円を減額し、2,862万5,000円、人件費に係る内容でご

ざいます。 

 ４項選挙費、２目参議院議員選挙費１万9,000円を追加し、754万5,000円、説明資料につ

きましては11ページに記載してございますが、期日前投票立会人報酬を追加する内容でご

ざいます。 

 ５項統計調査費、１目統計調査総務費１万2,000円を追加し、1,339万5,000円、人件費の

内容でございます。 

 次のページをごらん願います。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費608万

4,000円を追加し、３億7,247万2,000円、人件費並びに説明資料11ページ、12ページに記載

してございますが、臨時福祉給付金、年金生活者等支援臨時福祉給付金等に係る経費を追

加する内容でございます。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費399万6,000円を減額し、1,476万9,000円、内容と

いたしましては人件費の内容でございます。 

 ３目認可保育園運営費27万4,000円を追加し、8,069万5,000円、人件費及び説明資料12ペ

ージ、13ページに記載してございますが、感染予防に係る経費、広域保育入所者に係る委

託料を追加する内容でございます。 

 ４目へき地保育所運営費253万4,000円を減額し、3,291万8,000円、内容といたしまして

は人件費の内容でございます。 

 ８目子育て支援センター費２万1,000円を追加し、1,755万7,000円、内容といたしまして

は人件費を追加する内容でございます。 

 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費165万9,000円を減額し、１億6,827万2,000円、介

護保険特別会計への繰出金を減額する内容でございます。 

 ３目老人ホーム費782万5,000円を減額し、１億8,002万9,000円、人件費の内容でござい

ます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費950万6,000円を減額し、２億2,788万

6,000円、説明資料につきましては18ページに記載してございますが、政策等調書というこ

とでございます。新規事業といたしまして、分娩可能な医療機関がない地域において定期

健診や出産に要した経費の一部を道と町が助成する内容の事業を実施するものでございま

す。あわせまして簡易水道特別会計への繰出金を減額する内容でございます。 

 ５目医療対策費833万5,000円を追加し、１億550万円、説明資料につきましては８ページ、

９ページに記載してございますが、町内２カ所の歯科診療所にかかわります管理経費並び

に桜町歯科診療所の備品の購入等に係る経費並びに町立診療所特別会計への繰出金を追加

する内容でございます。 
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 ７目公衆浴場管理費37万6,000円を追加し、966万4,000円、内容といたしましては説明資

料13ページに記載してございますが、浴槽循環配管の洗浄手数料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、２目農業総務費65万5,000円を追加し、4,356万7,000円、

内容といたしましては人件費の内容でございます。 

 ５目畜産振興費104万2,000円を追加し、3,509万7,000円、内容といたしましては説明資

料13ページに記載してございますが、模範牧場にかかわります修繕料を追加する内容でご

ざいます。 

 ６目土地改良費1,954万2,000円を追加し、8,466万円、内容といたしましては説明資料

14ページに記載してございますが、多面的機能支払交付金事業に係る経費を追加する内容

でございます。 

 ９目地籍調査費297万4,000円を減額し、4,322万1,000円、内容といたしましては人件費

に係る内容でございます。 

 ２項林業費、１目林業総務費476万3,000円を追加し、2,280万9,000円、内容といたしま

しては人件費並びに説明資料14ページ、15ページに記載してございますが、林野火災対応

の備品を追加する内容でございます。 

 次のページをごらん願います。２目林業振興費４万1,000円を追加し、2,410万3,000円、

説明資料につきましては15ページに記載してございますが、事業を実施するに当たって必

要な備品を購入する内容でございます。 

 ７款１項商工費、１目商工振興費69万6,000円を減額し、１億7,240万2,000円、人件費の

内容でございます。 

 ２目観光費76万3,000円を追加し、3,469万2,000円、内容といたしましては説明資料15ペ

ージに記載してございますが、留真温泉浴槽の入り口に係る修繕及び備品購入を追加する

内容でございます。 

 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費55万6,000円を追加し、2,490万2,000円、

内容といたしましては人件費の内容でございます。 

 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費10万3,000円を追加し、6,734万8,000円、これは人

件費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122万6,000円を追加し、6,139万6,000円、

内容といたしましては人件費及び説明資料15ページ、16ページに記載してございますが、

文部科学省の委託事業が採択されたことに伴いますそれに係る費用を追加する内容でござ

います。 

 ３項中学校費、１目学校管理費195万3,000円を減額し、6,241万円、内容といたしまして

は説明資料16ページに記載してございますが、上浦幌中学校の臨時事務員に係る費用を減

額する内容でございます。 

 次のページをごらん願います。４項幼稚園費、１目幼稚園運営費175万9,000円を減額し、
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6,135万4,000円、内容といたしましては人件費並びに説明資料16ページに記載してござい

ますが、２世帯分の通園費補助を追加する内容でございます。 

 ５項社会教育費、１目社会教育総務費774万8,000円を追加し、4,695万5,000円、内容と

いたしましては人件費を追加する内容でございます。 

 ２目公民館運営費100万円を追加し、4,787万8,000円、内容といたしましては説明資料16、

17ページに記載してございますが、指定寄附により中央公民館にかかわります展示パネル

を購入する経費を追加する内容でございます。 

 ７目図書館管理費27万円を追加し、3,723万6,000円、内容といたしましては人件費並び

に指定寄附により図書購入費を追加する内容でございます。 

 ６項保健体育費、１目社会体育総務費20万4,000円を追加し、1,391万5,000円、内容とい

たしましては人件費に係る内容でございます。 

 ３目給食センター管理費88万6,000円を追加し、9,959万2,000円、内容といたしましては

人件費に係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。 

 10番、森議員。 

〇森議員 説明資料13ページ、畜産振興費の中のホイールローダーの修理費ということで

出ているのですけれども、これ前に資料をいただいた中では下水道の事業管理者の備品と

いうふうになっているのですけれども、この辺については模範牧場との作業というのです

か、その辺の兼ね合いというのはどんなふうになっているのですか。 

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対してお答えさせていただきます。 

 おっしゃるとおり、最初の目的としましては、公共下水道の汚泥処理ということで設置

したものでございますけれども、模範牧場といたしましても堆肥等をまぜながら肥料化す

るということで、それを草地に還元ということで、模範牧場の指定管理の業務として入っ

ていることもございます。通常の模範牧場の業務の中でも使っておりますので、管理上は

模範牧場の備品ということで考えてございますので、修繕にかかわる経費につきましても

畜産振興費の中で予算計上させていただいたということになっております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 内容的にわかりました。 

 このホイールローダーだと思うのですけれども、第３期まちづくり計画の中では来年度

更新予定になっているホイールローダーだと思うのですけれども、ホイールローダーです

から油圧のポンプ系統を修理すればこのように100万円からのお金もかかるのですけれど

も、ここで直して、そしてまた来年度更新するのか、その辺の兼ね合いを聞きたいと思う
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のですけれども。 

 もう一点なのですけれども、今までトラクターの更新も行っている中身なのですけれど

も、そのトラクターにはみんなフロントローダーというのを一緒につけて、なおかつ土砂

バケットもつけていると思うのです。こういうときにそのようなトラクターを使用すると

か、その辺の兼ね合いというのはどのようになっているのかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 まず、最初の更新計画についてでございますけれども、おっしゃってい

ますとおり、来年度の更新ということで最初は考えておりました。そういうことでまちづ

くり計画の中にも位置づけをさせていただいたというところでございます。使用年次の古

いものから順次ということで考えているところでございますけれども、機械の使用状況で

すとか、そのときのぐあいによってどうしても更新計画どおり進まないということもあり

まして、過去のトラクターの中でも更新計画を前後してということもございました。今お

っしゃっていますとおり、100万円の経費をかけるということもございますので、使用状況

を見ながら検討していきたいということで、来年更新ありきということではないのでとい

うことでは私どもとしては考えてございます。 

 また、トラクターとしていろいろフロントローダー等もつけているので、それで作業が

できないかというお話でございますけれども、最初に説明しましたとおり、公共下水道の

汚泥とまぜるということで、その部分を中心に行っているということもございますし、そ

の他季節的使用ということでは除雪ですとか、バンカーサイロのところの踏みつけ作業だ

とかということで非常にいろんな部分で管理に使っているということでございますので、

臨時的な使用ということはあり得るかと思いますけれども、恒常的にそのトラクターを使

って事業運営していくのはちょっと難しいのかなというふうに判断をしているところでご

ざいます。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 わかりました。 

 このホイールローダーというのは、時間的にはどれくらい乗っているのか、その辺のこ

ととトラクターにつけた土砂バケットというのは今どのように使用されているのか、その

辺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。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問に関しましてお答えさせていただきます。 

 まず、最初の稼働時間につきましては、１万1,600時間強ということで押さえてございま

す。また、トラクターの土砂バケットにつきましては、パドックの清掃ですとか通常のそ

ういう作業に、各箇所に哺育舎ですとか牛舎それぞれありますので、パドックの清掃です

とかその他整備等について使用しているということでございます。 
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〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 説明資料の17ページの公民館の運営費のことでお伺いいたします。 

 キャスター購入ということで100万円計上されております。これは、パネルを新しくつく

ると思いますが、何枚100万円でつくられるのか。そして、連結してパネルというのを使う

ことがあるのです。最低でも３枚から４枚ぐらいは連結して使いたいということもありま

すので、どのような形でキャスターつきの展示パネルを購入するのかお伺いしておきます。 

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、展示パネルでございますけれども、

連結用ということで18枚を購入する予定でございます。それと、４面用のポール、アルミ

製ということで、これを36本購入する予定でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 今現在使っているものは非常に重くて、何か行事をするときによその業者の

男性の方をお願いしてやってきました。18枚しか100万円で購入できないのですね、ポール

36本ということと。今使っているのは50枚以上あると思うのですけれども、それを全部購

入するわけにはいかなくて、新しいのと古いのを併用して使いなさいということですね。

いずれはアルミ製の軽いやつに全てしていただきたいと思いますが、そのアルミ製のやつ

は今は穴があいていて、パネルや何か展示するのに金具を入れて、そしてかけて使うよう

になるのですけれども、今のこのアルミ製というのはどんなふうな形になっているのでし

ょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 30ミリの厚さのボードでございまして、穴があいておりますので、今と

同じような形で使用が可能なものでございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 100万円のお金しかないというか、あるというか、それで18枚ということです

ので、これは１階で使うのか、２階で使うのか。２階で多分置いていただけるのでしょう

か。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 ただいまところどこで使うというふうなところまでは考えてはいないの

ですけれども、展示パネルにつきましては現在65枚中央公民館にございます。一番多く使

うのが文化祭で使うという形で、大体50枚以上使うことになっております。現在のものが

鉄製のポールということで非常に重たい状況でございますので、軽量のものをどこに使う

か、効果的に利用者の方と相談をしながら決めてまいりたいと思っております。 
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 以上でございます。 

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70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７１号 

〇田村議長 日程第19、議案第71号 平成28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。 

〇山本町民課長 議案18ページをごらん願います。議案第71号 平成28年度浦幌町国民健

康保険事業特別会計補正予算。 

 平成28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。 

 （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147万6,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ９億6,045万4,000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28年６月13日提出、浦幌町長。 

 19ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに次の20ページの歳入歳出補正予算事項別明

細書、１、総括につきましては省略をさせていただきます。 

 21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147万6,000円を減額し、１億184万9,000円、３節その他一般会計繰入金147万6,000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147万6,000円を減額し、2,686万

7,000円、２節給料77万1,000円の減額、３節職員手当等26万3,000円の減額、４節共済費44万

2,000円の減額でございます。 
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 今回の補正予算につきましては、人事異動に伴う人件費の減額補正を行う内容でござい

ます。 

 以上で提出議案の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第71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７２号 

〇田村議長 日程第20、議案第72号 平成28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。 

〇山本町民課長 議案22ページをごらん願います。議案第72号 平成28年度浦幌町介護保

険特別会計補正予算。 

 平成28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。 

 （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165万9,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ６億6,938万3,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成28年６月13日提出、浦幌町長。 

 23ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに次の24ページの歳入歳出補正予算事項別明

細書、１、総括につきましては省略をさせていただきます。 

 25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165万9,000円を減額し、１億1,671万円とするものであります。これは、人件費の減

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165万9,000円を減額し、1,365万
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9,000円とするものであります。これらにつきましては、人事異動に伴います人件費の減額

補正を行う内容でございます。 

 以上で提出議案の内容説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第72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７３号 

〇田村議長 日程第21、議案第73号 平成28年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 議案第73号 平成28年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算。 

 平成28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61万9,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ２億8,112万1,000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28年６月13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28ページの歳入歳出補正予算事項別明細

書、１、総括につきましては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。 

 29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61万9,000円を追加し、8,561万7,000円、一般会計からの繰入金の追加でございます。 
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 ３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費３万8,000円を減額し、4,879万6,000円、

２目医業費65万7,000円を追加し、２億3,197万円、いずれも人件費の補正の内容でござい

ます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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73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７４号 

〇田村議長 日程第22、議案第74号 平成28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30ページをごらん願います。議案第74号 平成28年度浦幌町簡易

水道特別会計補正予算。 

 平成28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1,023万8,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ４億506万5,000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28年６月13日提出、浦幌町長。 

 31ページ、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。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1,023万8,000円を減額し、１億5,313万1,000円、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1,023万8,000円を減額し、2,735万
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7,000円、給料、職員手当等、人件費に係る減額でございます。 

 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74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。 

 ここでお諮りをいたします。あすから６月16日までの３日間、議事の都合により休会と

し、６月17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16日までの３日間、議事の都合により休会とし、６月17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 ０時０８分 


