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平成２９年第４回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

平成２９年１２月４日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午前１１時４８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 常任委員会報告 

 日程第 ６ 行政報告（町長） 

 日程第 ７ 議案第８１号 浦幌町職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第 ８ 議案第８２号 浦幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の 

              一部改正について 

 日程第 ９ 議案第８３号 浦幌町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正につ 

              いて 

 日程第１０ 議案第８４号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について 

              （浦幌町営公衆浴場） 

 日程第１１ 議案第８５号 平成２９年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第１２ 議案第８６号 平成２９年度浦幌町町有林野特別会計補正予算 

 日程第１３ 議案第８７号 平成２９年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算 

 日程第１４ 議案第８８号 平成２９年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 日程第１５ 議案第８９号 平成２９年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第１６ 議案第９０号 平成２９年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算 

 日程第１７ 議案第９１号 平成２９年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算 

 日程第１８ 議案第９２号 平成２９年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算 

 日程第１９ 議案第９３号 平成２９年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 日程第２０ 諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ 

              て 

 

〇出席議員（１０名） 

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

    ４番  安  藤  忠  司     ５番  二  瓶     隆 

    ６番  福  原  仁  子     ７番  杉  江     博 
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    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   獅 子 原  将  文 

     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   大  山  則  幸 

          診療所事務長      菅  原     敏 

 

    教育委員会 

          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      佐  藤  勇  人 

 

    監 査 委 員 

     代表監査委員   神  谷  敏  昭 

 

〇出席議会事務局職員 

     局    長   新  川  寿  雄 

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

    ◎開会の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は10名です。 

 定足数に達しておりますので、本日をもって招集されました平成29年第４回浦幌町議会

定例会を開会いたします。 

 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 これより本日の会議を開きます。 

 議事につきましては、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29年第４回浦幌町議会定例会の運営について、11月27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、報告をいたします。 

 本定例会には、一般議案４件、平成29年度一般会計及び特別会計補正予算９件並びに諮

問１件が提案されております。議会提出は、発委、発議等であります。以上の内容を踏ま

え、会期は本日から12月11日までの８日間でお願いいたします。 

 次に、一般質問の通告期限は、明日５日正午までとなっておりますが、今定例会は年１

回の日曜議会を町理事者のご理解をいただき、10日午後に一般質問を設定しておりますの

で、多くの議員の通告を期待するところであります。 

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

す。 

 次に、本日の日程については、諸般の報告、常任委員会報告、行政報告に続き、一般議

案第81号から第84号の４件、平成29年度一般会計及び特別会計補正予算の議案第85号から

第93号までの９件を予定しております。 

 以上、議会運営委員会の協議結果であります。議員各位のご協賛を賜りますようよろし

くお願いを申し上げて、議会運営委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 会議録署名議員の指名 

〇田村議長 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期会議録の署名議員は、会議規則第125条の規定により、７番、杉江博議員、８番、河
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内富喜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。 

 本定例会の会期は、本日から12月11日までの８日間にしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から12月11日までの８日間に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29年11月20日付で町長並びに教育委員会教育長、

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29年11月24日から平成29年12月３日までの議長等の動静につきましては、お

手元に配付のとおりでありますので、ごらんおきを願います。 

 なお、監査委員から提出のあった平成29年８月分から10月分の例月出納検査報告書及び

平成29年度随時監査報告書につきましては、事前に配付しておりますので、ご了承願いま

す。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

〇田村議長 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第５ 常任委員会報告 

〇田村議長 日程第５、常任委員会報告を許します。 

 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 委員会調査報告をさせていただきます。 

 本常任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。 

 調査事件名、小中一貫コミュニティ・スクールの現状と課題。 

 ２、調査実施日、平成29年10月５日、同じく平成29年10月19日に事前研修を行いました。 

平成29年10月25日、調査実施であります。 

 ３、調査の経過と結果については、全文の朗読を省略し、要旨のみを報告をさせていた

だきます。今回の調査は、平成29年10月５日、同10月19日、委員会協議会による２回の事

前勉強会を開催し、平成29年10月25日、総務文教厚生常任委員会を行いました。平成24年

２月に浦幌町教育委員会では浦幌町小中一貫コミュニティ・スクール推進ビジョンを策定
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し、コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育を推進するために浦幌町学校教育

指導の重点など目指すべき方針を示し、熟議や対話により信頼関係を築き、各関係機関や

団体とコラボしてネットワークを広げ、積極的に連携、協働することが必要である。この

指針を踏まえ、これから子どもたちが厳しい時代を乗り越え、高い志や意欲を持ち、自立

した人間として成長していけることを期待して調査を行いました。 

 １、コミュニティ・スクールの必要性。背景として地域社会のつながりや支え合いの希

薄化等による地域の教育力の低下や家庭教育の充実の必要性が指摘されており、学校が抱

える課題は複雑化、困難化を極めている。この解決策を探る観点については、①から⑪の

とおりであります。配付しておりますので、以下お目通しをください。 

 これよりは、以下からは項目のみを述べます。２ページの２、学校運営協議会の規則の

作成、（３）組織の体制の構築、ページ変わりまして、３ページの（４）熟議を通して目標

の共有、（５）小中一貫教育、（６）コミュニティ・スクールの仕組み、（７）浦幌町小中一

貫教育コミュニティ・スクールの推進組織、ページ変わります。４ページです。（８）浦幌

町小中一貫教育ＣＳの推進組織の特徴、（９）保護者、地域、子どもの取り組み、（10）コ

ミュニティ・スクール推進の基本、５ページに移ります。（11）小中一貫ＣＳ、コミュニテ

ィ・スクールの導入の成果について、（12）学校の地域と連携、協働の課題については１、

負担感、不要感、不安感の解消、２、連携、協働が目指すものの明確化、３、学校運営協

議会の機能化、４、子どもを中心に据えた目標やビジョンの共有であります。５、地域住

民の当事者意識の高揚、６、コーディネーターの役割、７、企業や団体、首長部局との連

携、８、幼保と小中一貫教育とのかかわり、９、推進者の資質向上、後継者の育成、10、

ＰＤＣＡサイクルによる学校評価の充実などであります。 

 以上を踏まえ、所見といたしまして、平成19年、子ども居場所づくりに始まり、平成22年、

浦幌町教育の日制定、平成26年、コミュニティ・スクールの施行を経て、平成27年４月よ

り小中一貫コミュニティ・スクールが導入されました。教育委員会の指針である３本の柱

を定着させるためには、熟議や対話により理解を深め、意識を高めることが必要でありま

す。地域の学力低下が取り沙汰されていますが、解消するためには学校だけではなく、地

域ぐるみでの支え合いや家庭教育においても生活リズムを安定、定着させることも重要で

あり、子どもの健全な学力向上と体力向上のため、事業推進については目的を見失わない

よう取り組んでいただきたい。また、コミュニティ・スクールの導入により教職員の時間

外勤務の増大、負担感を与えないようスクラップ・アンド・ビルドにより取り組んでいた

だきたい。浦幌町小中一貫教育は、文部科学省の研究指定も受け、高く評価され、全国、

全道各地より多くの視察研修が訪れており、本町の取り組みが注目されています。今後に

おいてもコミュニティ・スクール推進の基本である教育長や校長のリーダーシップを発揮

され、学校、地域、家庭と一体的となり、運営体制の確立及び推進、そして当事者意識の

高揚に努め、心に届く教育に取り組んでいただきたい。 

 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。 
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〇田村議長 これで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29年11月24日から平成29年12月３日までの町長等の動静につきましては、お手元に

配付のとおりでありますので、ごらんおきを願いたいと思います。 

 ２の建設工事入札結果につきましては、下頃辺川河岸整備工事ほか３件であります。 

 ３の物品購入入札結果につきましては、災害対策用大型発電機購入１件であります。 

 ４のその他につきまして、町立診療所、菅原医師の退任について報告いたします。菅原

医師におかれましては、平成21年４月、秋田県男鹿みなと市民病院からお越しいただき、

平成24年３月までの３年間所長として勤務していただきました。さらに、後任の榊原現所

長が着任後は、本町において住宅を構えていらしたことから、毎週水曜日の外来診療をお

願いし、榊原所長の業務負担の軽減にご尽力をいただきました。本町は、平成21年当時、

前所長が急遽退任する事態に見舞われ、あわや無医地区となる状況に町民も大きな不安と

心配を抱いていた中にあって、菅原医師が名乗り出ていただき、窮地を救っていただきま

した。また、着任後も診療所の職員の勤務体制の強化や古くなっていたＣＴスキャナーの

更新、本町で比較的患者様が多い糖尿病の簡易検査機器を積極的に導入するなど、診療体

制の改革を行っていただき、また患者様との信頼関係の構築やデータに頼らない患者様本

位の診療スタイルをモットーに多くの功績を残されました。このたびその菅原医師から退

任したい旨の申し出があり、来町時の経過を思い出しますと寂寥感を禁じ得ませんが、来

年３月末日をもって退任されることになりました。通算して９年間にわたり町民の命や健

康にかかわる地域医療に日夜献身的に携わっていただきました。衷心より深く感謝申し上

げるとともに、今後はご健康に十分気をつけてお過ごしいただきたいと思います。 

 なお、新年度からの水曜日の診療体制は、午前中は榊原所長による外来診療を行い、午

後の外来診療は休診とし、特老、養護老人ホーム等の訪問診療や学校検診、各種業務作業

を行うこととしております。以上、町立診療所、菅原医師の退任についての報告といたし

ます。 

 次に、とかち広域消防局消防職員の不祥事とその処分について報告いたします。浦幌消

防署の職員が消防団活動費を私的に流用していたことが発覚いたしました。このような不

祥事を起こし、町民の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことに対しまして深くおわ

び申し上げるところであります。事件の概要は、平成29年９月26日に受領した消防団運営

交付金を消防団員の会計に渡さずに着服し、さらに同年６月中旬には会計から預金通帳を

預かり、８月１日から11月15日までの間、６回にわたり払い出しを行い、消防団活動費の

一部を自家用車の車検費用や生活費に充てるなど私的に流用していたものであります。消
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防団活動における会計処理は消防団の責任のもと執行するよう取り決め、職員が取り扱う

ことがないように周知徹底していたところですが、当該職員が消防団の預金通帳を預かり、

会計処理していることがわかり、不適切な行為として会計に返却するよう指導し、その後

当該職員から返却した旨の報告を受けるも、一部通帳の返却がなされていないことが判明

したため、再度返却を求めた上で通帳内容を照合したところ、不正が発覚したものであり

ます。当該職員については、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行及び信用失墜行為に

該当することから、とかち広域消防局より免職処分とされ、管理監督不適正として消防署

長及び消防課長が戒告処分、警防課長が訓告処分とされました。 

 なお、事件発覚後、使い込みをしていた全額57万2,700円をすぐに返済していることや処

分が決定し、社会的制裁を受けたことなどから、刑事告訴は行わない方針です。 

 このような事態が発生したことは、消防団との信頼関係や町民の消防組織に対する信用

ばかりではなく、公務全体への信頼を著しく損なうものであり、まことに残念な思いであ

ると同時に、当該分団関係者の皆様及び町民の皆様に多大なご迷惑をおかけすることにな

り、重ねて衷心よりおわび申し上げるところであります。今後においては、職員が一丸と

なって信頼回復と再発防止に取り組んでまいります。以上、消防職員の不祥事とその処分

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 これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第７ 議案第８１号 

〇田村議長 日程第７、議案第81号 浦幌町職員の給与に関する条例の一部改正について

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案書の１ページをごらん願います。議案第81号 浦幌町職員の給与

に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成29年12月４日提出、浦幌町長。 

 次のページごらん願います。浦幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。 

 本条例に改正につきましては、条文の朗読を省略し、説明資料をもって説明させていた

だきます。説明資料の１ページをごらん願います。１、改正の趣旨でございます。平成29年

人事院勧告に伴う給与の改正並びに住居手当の支給要件及び支給額の改正を行うものでご

ざいます。 

 ２、改正の内容でございます。①の第１条関係につきましては、平成29年度分の改正に

なります。１つは、行政職給料表の改正でございます。内容としましては、平均で0.2％引

き上げるものでございます。 
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 なお、給料表の新旧対照表につきましては、４ページから８ページに記載してございま

すので、後ほどごらん願います。 

 次に、勤勉手当の改正でございます。内容としましては、職員の勤勉手当の12月期支給

率を0.100月分引き上げ、0.850月分から0.950月分とし、再任用職員の勤勉手当の12月期支

給率を0.05月分引き上げ、0.400月分から0.450月分とするものです。 

 ②の第２条関係につきましては、平成30年度以降の改正になります。内容としましては、

勤勉手当の改正で、職員の勤勉手当の６月期支給率を0.050月分引き上げ、0.850月分から

0.900月分とし、12月期支給率を0.05月分引き下げ、0.950月分から0.900月分とし、再任用

職員の勤勉手当の６月期支給率を0.025月分引き上げ、0.400月分から0.425月分とし、12月

期支給率を0.025月分引き下げ、0.450月分から0.425月分とするものです。 

 表をごらん願います。期末勤勉手当の表になりますが、再任用以外の職員につきまして

は６月期の期末勤勉手当は現行2.075月分となります。平成29年度は変わらず0.275月、平

成30年度以降は2.125月分とし、12月期の期末勤勉手当は現行2.225月、平成29年度2.325月、

平成30年度以降については2.275月とし、合計の期末勤勉手当は現行4.300月、平成29年度

4.400月、平成30年度以降も4.400月とするものでございます。再任用職員につきましては、

６月期の期末勤勉手当は現行1.050月、平成29年度は変わらず1.050月、平成30年度以降は

1.075月とし、12月期の期末勤勉手当は現行1.200月、平成29年度1.250月、平成30年度以降

につきましては1.225月とし、合計の期末勤勉手当は現行2.250月、平成29年度2.300月、平

成30年度以降も2.300月とするものでございます。 

 説明資料２ページごらん願います。次に、住居手当の改正についてでございます。本町

への定住対策及び災害時の対応の迅速化をさらに進めていく観点から支給対象を町内居住

者に、持ち家手当の要件を自己の所有に属する住宅に居住している世帯主である者に限定

するものでございます。また、月額１万5,500円を超える賃貸住宅に居住する場合で、表の

中の下線部分になりますが、家賃から１万5,500円を控除した額の２分の１に相当する額の

上限額を国の支給額に合わせる形で引き上げるものでございます。これにより、賃貸住宅

に居住する場合の住居手当の上限額を現行の２万4,200円から国家公務員と同額の２万

7,000円とするものでございます。 

 ３の施行期日でございます。この条例につきましては、公布の日から施行するものでご

ざいます。ただし、第２条の規定は、平成30年４月１日から施行するものでございます。

第１条の規定による改正後の規定は、平成29年４月１日から適用するものでございます。

改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与

は改正後の規定による給与の内払いとみなすものでございます。 

 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。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第81号を採決いたします。 

 本件を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。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８ 議案第82号 

〇田村議長 日程第８、議案第82号 浦幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案書の６ページごらん願います。議案第82号 浦幌町議会議員の議

員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

 平成29年12月４日提出、浦幌町長。 

 次のページごらん願います。浦幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例。 

 本条例の改正につきましては、条文の朗読を省略し、説明資料をもって説明させていた

だきます。説明資料の11ページをごらん願います。 

 １、改正の趣旨でございます。町議会議員の期末手当について、職員の期末勤勉手当の

支給月数と同様に改正するものでございます。 

 ２、改正の内容でございます。１の第１条関係につきましては、平成29年度分の改正に

なります。期末手当の12月期の支給率を0.100月分引き上げ、2.225月分から2.325月分とす

るものでございます。２の第２条関係につきましては、平成30年度以降の改正になります。

期末手当の６月期の支給率を0.050月分引き上げ、2.075月分から2.125月分とし、12月期の

支給率を0.050月分引き下げ、2.325月分から2.275月分とするものでございます。表に記載

してございますが、期末手当の計では現行4.300月、平成29年度以降につきましては4.400月

となるものでございます。 

 ３の施行期日でございます。この条例は、公布の日から施行するものでございます。た

だし、第２条の規定は、平成30年４月１日から施行するものでございます。第１条の規定

による改正後の規定は、平成29年12月１日から適用するものです。改正後の条例の規定を

適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の規定に
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よる期末手当の内払いとみなすものでございます。 

 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82号を採決いたします。 

 本件を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第９ 議案第83号 

〇田村議長 日程第９、議案第83号 浦幌町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改

正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案書の８ページをごらん願います。議案第83号 浦幌町特別職の職

員の給与等に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成29年12月４日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正

する条例。 

 本条例の改正につきましては、条文の朗読を省略し、説明資料をもって説明させていた

だきます。説明資料の13ページをごらん願います。 

 １、改正の趣旨でございます。特別職の期末手当について、職員の期末勤勉手当の支給

月数と同様に改正するものです。 

 なお、教育長の期末手当につきましても教育長の給与、旅費、勤務時間、休暇等及び職

務専念義務の特例に関する条例第４条において教育長の期末手当の額は浦幌町特別職の職

員の給与等に関する条例の例によると規定されていることから、同様に改正されるもので

ございます。 

 ２、改正の内容でございます。１の第１条関係につきましては、平成29年度分の改正に

なります。期末手当の12月期の支給率を0.100月分引き上げ、2.225月分から2.325月分とす

るものでございます。２の第２条関係につきましては、平成30年度以降の改正になります。
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期末手当の６月期の支給率を0.050月分引き上げ、2.075月分から2.125月分とし、12月期の

支給率を0.050月分引き下げ、2.325月分から2.275月分とするものでございます。表に記載

してございますが、期末手当の合計では現行4.300月、平成29年度以降につきましては

4.400月となるものでございます。 

 ３の施行期日でございますが、この条例は、公布の日から施行するものでございます。

ただし、第２条の規定は、平成30年４月１日から施行するものでございます。第１条の規

定による改正後の規定は、平成29年12月１日から適用するものです。改正後の条例の規定

を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の規定

による期末手当の内払いとみなすものでございます。 

 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83号を採決いたします。 

 本件を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１０ 議案第８４号 

〇田村議長 日程第10、議案第84号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 議案10ページをごらん願います。説明資料は15ページをお開き願います。

議案第84号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について。 

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

２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 平成29年12月４日提出、浦幌町長。 

 記、１、公の施設の名称及び位置、名称、浦幌町営公衆浴場、位置、浦幌町字東山町１

番地２。 

 ２、指定管理者の住所及び氏名、浦幌町字万年353番地70、株式会社ユーエム代表取締役、

竹田悦郎。 
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 ３、指定期間、平成30年４月１日から平成35年３月31日まで。 

 本議案の提案内容につきましては、議案説明資料により説明をさせていただきます。議

案説明資料15ページをごらん願います。浦幌町公の施設の指定管理者の指定、浦幌町営公

衆浴場に関する説明資料。 

 １、選定に当たっては、浦幌町営公衆浴場の指定管理者の公募を実施し、選定委員会に

おいて提案事業者から聞き取り調査を行い、選定基準に従い総合的に評価し、町はその結

果を踏まえて、選定したものでございます。 

 ２、指定期間につきましては、本町の指定管理者制度運用ガイドラインでは指定期間を

３年から５年間を原則としております。指定期間が長期間になることにより、指定を受け

た指定管理者は中長期の経営計画に基づいた管理運営が可能となり、雇用の安定した確保

と継続的に安定した管理運営が図られるという効果が期待されることから、指定管理期間

を５年間としたものでございます。 

 ３、指定管理料は、平成30年度から34年度の５カ年間で4,732万円でございます。募集要

項で示した上限額と同額でございます。 

 ４の選定理由でございます。選定基準の審査結果につきましては、次の16ページに記載

のとおりでございますが、選定に当たっては選定基準に従い23項目を評価したところ、最

低基準を上回ったことから、指定管理者の候補者として選定したものであります。 

 ５、選定委員会の概要でございます。第１回選定委員会を平成29年７月28日に開催し、

現指定管理者の実績について、また公衆浴場指定管理者の募集要項等について審査してい

ただきました。第２回の選定委員会は平成29年10月31日に開催し、申請のあった１社から

のプレゼンテーション及びヒアリングを行い、候補者の選定をしております。 

 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。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 特に他意はないのですけれども、ほかにこれに応募したところはなかったの

かだけ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。 

〇山本町民課長 申し込みのあったところは、こちらの会社１社ということでございます。

ほかはありませんでした。 

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。 
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 これより議案第84号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。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85号 

〇田村議長 日程第11、議案第85号 平成29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。 

〇獅子原総務課長 別冊の補正予算書１ページをごらん願います。説明資料につきまして

は17ページからになります。議案第85号 平成29年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成29年度浦幌町の一般会計補正予算（第14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3,854万円を追加し、歳入歳出の総額を

歳入歳出それぞれ73億7,033万5,000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。 

 （債務負担行為） 

 第２条 債務負担行為の追加は「第２表 債務負担行為補正」による。 

 平成29年12月４日提出、浦幌町長。 

 ２ページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては説明を省略させ

ていただきます。 

 ５ページごらん願います。第２表、債務負担行為補正。追加でございます。事項、町営

公衆浴場指定管理委託料、期間、平成30年度から平成34年度、限度額4,732万円でございま

す。 

 ６ページごらん願います。歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括につきましては説

明を省略させていただきます。 

 続きまして、８ページごらん願います。２、歳入、11款分担金及び負担金、２項負担金、

１目民生費負担金11万円を追加し、１億1,778万4,000円。 

 12款使用料及び手数料、１項使用料、２目民生使用料113万8,000円を追加し、3,023万

6,000円。 

 13款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金135万円を追加し、1,224万

4,000円。 

 ２目民生費国庫補助金37万8,000円を追加し、2,324万7,000円。 
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 14款道支出金、２項道補助金、２目民生費道補助金29万5,000円を追加し、1,064万

8,000円。 

 ４目農林水産業費道補助金1,087万1,000円を追加し、１億4,654万7,000円。 

 ９ページごらん願います。16款１項寄附金、２目指定寄附金16万円を追加し、9,016万

1,000円。 

 17款繰入金、２項１目基金繰入金2,407万1,000円を追加し、５億1,309万4,000円。 

 19款諸収入、４項受託事業収入、２目民生費受託事業収入16万7,000円を追加し、52万

8,000円。 

 10ページをごらん願います。３、歳出でございますが、初め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、本日議決を賜りました条例改

正に伴う人件費の追加並びに扶養家族の異動による扶養手当の追加、世帯主区分の変更に

よる寒冷地手当の追加、標準報酬月額の定時決定に伴う共済費の追加でございます。今回

の条例改正に伴う人件費の補正額につきましては、一般会計及び８特別会計合わせまして

報酬、給料、職員手当等の合計で660万9,000円。その他条例改正以外の部分で職員手当等

共済費の合計で276万1,000円。総合計で937万円の追加となるものでございます。 

 なお、各目における人件費の補正につきましては、説明を省略させていただきます。 

 １款１項１目議会費44万7,000円を追加し、7,520万4,000円、内容につきましては人件費

の補正でございます。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費154万1,000円を追加し、４億8,574万

6,000円、内容につきましては人件費の補正でございます。 

 ３目文書広報費10万円を追加し、655万円、内容につきましては説明資料17ページに記載

してございますが、広報紙へのチラシ折り込み手数料の追加でございます。 

 ７目企画費362万3,000円を追加し、１億2,001万4,000円、内容につきましては説明資料

17ページから18ページに記載しておりますが、光ファイバーケーブルの断線修繕料の追加、

移設等に係る工事請負費の追加、十勝圏複合事務組合と十勝環境複合事務組合の組織統合

に係る経費の負担金を追加するものでございます。 

 ８目支所費14万4,000円を追加し、1,989万8,000円、内容につきましては人件費の補正で

ございます。 

 10目生活安全推進費４万5,000円を追加し、1,984万9,000円、内容につきましては説明資

料18ページに記載してございますが、交通安全指導員新規委嘱に伴う委員報酬の追加でご

ざいます。 

 13目諸費40万円を追加し、4,954万円、内容につきましては説明資料18ページに記載して

ございますが、活平地区集会所の屋外トイレの撤去に要する費用を追加するものでござい

ます。 

 ２項徴税費、１目税務総務費24万2,000円を追加し、2,907万4,000円、内容につきまして

は人件費の補正でございます。 
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 ３項１目戸籍住民登録費147万5,000円を追加し、1,839万2,000円、内容につきましては

人件費の補正並びに説明資料18ページに記載してございますが、住民基本台帳システム改

修業務委託料の追加でございます。 

 12ページごらん願います。４項選挙費、１目選挙管理委員会費５万2,000円を追加し、

1,075万7,000円、内容につきましては人件費の補正でございます。 

 ５項統計調査費、１目統計調査総務費14万3,000円を追加し、1,457万5,000円、内容につ

きましては人件費の補正でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費128万9,000円を追加し、３億3,598万

6,000円、内容につきましては人件費の補正並びに説明資料19ページに記載してございます

が、障害者自立支援給付システム改修委託料の追加並びに国民健康保険事業特別会計繰出

金の追加でございます。 

 13ページごらん願います。６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費70万円を追加

し、1,116万3,000円、内容につきましては説明資料19ページに記載してございますが、ひ

とり親家庭等医療扶助費の追加でございます。 

 ７目後期高齢者医療費６万8,000円を追加し、１億827万円、内容につきましては後期高

齢者医療特別会計事務費繰出金を追加するものでございます。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費５万2,000円を追加し、1,685万円、内容につきま

しては人件費の補正でございます。 

 ３目認可保育園運営費78万6,000円を追加し、8,745万1,000円、内容につきましては人件

費の補正並びに説明資料20ページに記載してございますが、しらかば保育園の基礎補修に

要する費用を追加するものでございます。 

 ４目へき地保育所運営費19万6,000円を追加し、3,295万1,000円、内容につきましては人

件費の補正でございます。 

 ６目子ども発達支援センター運営費９万6,000円を追加し、1,543万6,000円、内容につき

ましては人件費の補正でございます。 

 14ページごらん願います。８目子育て支援センター費９万7,000円を追加し、1,737万

5,000円、内容につきましては人件費の補正でございます。 

 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費431万8,000円を追加し、１億9,332万6,000円、内

容につきましては説明資料20ページに記載してございますが、介護予防プラン作成委託料、

通所介護事業運営費補助金の追加でございます。並びに介護保険特別会計繰出金の追加で

ございます。 

 ３目老人ホーム費116万8,000円を追加し、２億677万5,000円、内容につきましては人件

費の補正並びに説明資料20ページに記載してございますが、厨房天井の扇風機修繕料の追

加、紙おむつ等の使用者増加に伴います可燃ごみ処理手数料の追加、指定寄附による施設

用備品購入費を追加するものでございます。 

 15ページごらん願います。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費231万
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7,000円を追加し、２億864万3,000円、内容につきましては人件費の補正並びに簡易水道特

別会計繰出金の追加でございます。 

 ３目環境衛生費19万6,000円を追加し、3,336万9,000円、内容につきましては説明資料

21ページに記載してございますが、葬斎場利用の増加に伴います燃料費の追加並びに個別

排水処理特別会計繰出金の追加でございます。 

 ５目医療対策費119万円を追加し、１億514万8,000円、内容につきましては浦幌町立診療

所特別会計繰出金を追加するものでございます。 

 ８目保健福祉センター管理費９万8,000円を追加し、1,560万円、内容につきましては説

明資料21ページに記載してございますが、保健福祉センター女子トイレの温水洗浄便座修

繕料の追加でございます。 

 ５款労働費、１項１目労働諸費48万円を追加し、446万7,000円、内容につきましては説

明資料22ページに記載してございますが、雇用促進事業補助金を追加するものでございま

す。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費16万6,000円を追加し、3,368万

2,000円、内容につきましては人件費の補正でございます。 

 ２目農業総務費38万7,000円を追加し、4,978万4,000円、内容につきましては人件費の補

正でございます。 

 ３目農業振興費945万7,000円を追加し、7,353万4,000円、内容につきましては説明資料

22ページから24ページに記載してございますが、対象者の新たな固定資産取得に伴います

新規就農者営農促進補助金の追加、新規畑作法人設立に伴います農業経営力向上支援事業

補助金の追加、農業用機械等の導入を支援する経営体育成支援事業補助金の追加及び小麦

播種機械等の導入費用を補助するための産地パワーアップ事業補助金を追加するものでご

ざいます。 

 ９目地籍調査費４万4,000円を追加し、4,106万7,000円、内容につきましては人件費の補

正でございます。 

 ２項林業費、１目林業総務費３万6,000円を追加し、2,035万7,000円、内容につきまして

は人件費の補正でございます。 

 ２目林業振興費326万円を追加し、2,610万5,000円、内容につきましては説明資料24ペー

ジに記載してございますが、準備地ごしらえ分の未来につなぐ森づくり推進事業補助金を

追加するものでございます。 

 ３項水産業費、１目水産業総務費1,000円を追加し、902万5,000円、内容につきましては

人件費の補正でございます。 

 ７款１項商工費、１目商工振興費21万円を追加し、１億8,547万8,000円、内容につきま

しては人件費の補正でございます。 

 ２目観光費125万円を追加し、4,256万6,000円、内容につきましては説明資料25ページに

記載してございますが、留真温泉の温泉系統電動三方弁及びバックアップボイラーの熱交
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換器修繕料の追加、研修スペース及び交流スペースの照明器具取りかえ工事費を追加する

ものでございます。 

 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費20万7,000円を追加し、3,811万1,000円、

内容につきましては人件費の補正でございます。 

 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費13万6,000円を追加し、4,486万8,000円、内容につ

きましては人件費の補正でございます。 

 ４項都市計画費、２目公共下水道費10万3,000円を追加し、１億7,014万8,000円、内容に

つきましては公共下水道特別会計繰出金を追加するものでございます。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費16万8,000円を追加し、9,165万4,000円、内容につきまして

は人件費の補正でございます。 

 10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費14万7,000円を追加し、6,286万5,000円、内

容につきましては人件費の補正でございます。 

 ２項小学校費、１目学校管理費２万6,000円を追加し、9,997万円、内容につきましては

人件費の補正でございます。 

 ２目教育振興費、22万円を追加し、1,854万1,000円、内容につきましては説明資料25ペ

ージに記載してございますが、認定者数の増加並びに単価の上昇に伴います要、準要保護

児童学用品等扶助費の追加でございます。 

 ３目特別支援教育振興費８万4,000円を追加し、549万5,000円、内容につきましては説明

資料25ページに記載していますが、特別支援教育支援員の嘱託報酬の追加でございます。 

 ３項中学校費、２目教育振興費９万円を追加し、1,601万4,000円、内容につきましては

説明資料26ページに記載してございますが、単価上昇に伴います要、準要保護生徒学用品

等扶助費の追加でございます。 

 ４目スクールバス管理費、４万3,000円を追加し、１億1,488万1,000円、内容につきまし

ては人件費の補正でございます。 

 20ページごらん願います。４項幼稚園費、１目幼稚園運営費37万7,000円を追加し、

5,970万8,000円、内容につきましては人件費の補正でございます。 

 ５項社会教育費、１目社会教育総務費52万円を追加し、4,108万9,000円、内容につきま

しては人件費の補正でございます。 

 ７目図書館管理費16万4,000円を追加し、3,775万7,000円、内容につきましては人件費の

補正並びに説明資料26ページに記載してございますが、指定寄附に伴います図書購入費の

追加でございます。 

 ６項保健体育費、１目社会体育総務費８万6,000円を追加し、1,524万8,000円、内容につ

きましては人件費の補正でございます。 

 ３目給食センター管理費９万5,000円を追加し、7,760万9,000円、内容につきましては人

件費の補正でございます。 

 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。 
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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85号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。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５７分  休憩 

午前１１時１５分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 

    ◎日程第１２ 議案第86号 

〇田村議長 日程第12、議案第86号 平成29年度浦幌町町有林野特別会計補正予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、議案書の22ページをごらん願います。あわせまして議案説明

資料27ページをごらん願います。議案第86号 平成29年度浦幌町町有林野特別会計補正予

算。 

 平成29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79万8,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ１億3,009万9,000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。 
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 平成29年12月４日提出、浦幌町長。 

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

せていただきます。 

 次のページをごらん願います。歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきまして

も説明を省略させていただきます。 

 このたびの補正につきましては、立木売払収入、前年度繰越金の確定とそれに伴う基金

繰入金の補正並びに職員の給与改正に伴う人件費及び消費税の確定申告に伴う納税額の補

正でございます。 

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

産売払収入34万8,000円を追加し、1,610万2,000円。 

 ３款繰入金、２項１目基金繰入金535万7,000円を減額し、2,595万7,000円。 

 ４款１項１目繰越金580万7,000円を追加し、581万7,000円。 

 次のページをごらん願います。３、歳出、１款１項１目財産管理費79万8,000円を追加し、

1,987万1,000円でございます。 

 以上で補正予算の説明を終わらさせていただきますので、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86号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。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８７号 

〇田村議長 日程第13、議案第87号 平成29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 議案書27ページをごらん願います。議案説明資料は28ページをお開き願

います。議案第87号 平成29年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算。 

 平成29年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第３回）は次に定めるところ
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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87万3,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ９億3,249万3,000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29年12月４日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに次の29ページの歳入歳

出補正予算事項別明細書、１、総括につきましては説明を省略させていただきます。 

 このたびの補正予算の内容につきましては、人事院勧告、給与改定等に伴う人件費の追

加補正並びに説明資料に記載のとおり制度改正に伴うシステムの改修に係る費用の追加と

委託料から負担金への科目の組み替えをする内容のものでございます。 

 30ページをお開き願います。２、歳入、２款国庫支出金、２項国庫補助金、１目財政調

整交付金35万円を追加し、1,035万円。 

 ５款道支出金、２項道補助金、１目財政調整交付金35万円を追加し、3,722万9,000円。 

 ８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金17万3,000円を追加し、6,585万

9,000円。 

 31ページをごらん願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費

87万3,000円を追加し、7,294万1,000円、人件費の追加とシステム改修に係る経費の内容で

ございます。 

 以上で説明を終わらさせていただきます。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87号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。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８８号 

〇田村議長 日程第14、議案第88号 平成29年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算

を議題といたします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 議案書32ページをごらん願います。議案第88号 平成29年度浦幌町後期

高齢者医療特別会計補正予算。 

 平成29年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第４回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６万8,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ8,509万9,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成29年12月４日提出、浦幌町長。 

 33ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに次の34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説明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、人事院勧告、給与改定等に伴う人件費の追加内

容でございます。 

 35ページをごらん願います。２、歳入、２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金６万8,000円を追加し、3,849万3,000円。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費６万8,000円を追加し、1,098万

9,000円、人件費の追加内容でございます。 

 以上で説明を終わらさせていただきます。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88号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。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８９号 

〇田村議長 日程第15、議案第89号 平成29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。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 議案書36ページをごらん願います。議案説明資料は29ページをお開き願

います。議案第89号 平成29年度浦幌町介護保険特別会計補正予算。 

 平成29年度浦幌町の介護保険特別会計補正予算（第３回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ96万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ６億9,727万6,000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29年12月４日提出、浦幌町長。 

 37ページの第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、総括につきましては説明を省略させていただきます。 

 このたびの補正予算の内容につきましては人事院勧告、給与改定等に伴う人件費の追加

補正並びに説明資料に記載のとおりシステム改修に係る経費を追加補正するもの及び介護

予防審査件数が当初より増加することから、追加補正する内容のものでございます。 

 39ページをごらん願います。２、歳入、２款国庫支出金、２項国庫補助金、３目介護保

険事業費補助金27万円を追加し、27万円。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金69万円を追加し、１億1,950万

7,000円。 

 40ページをごらん願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費

70万2,000円を追加し、1,559万4,000円、人件費の追加とシステム改修に係る費用の追加で

ございます。 

 ４款地域支援事業費、１項介護予防・日常生活支援総合事業費、４目その他諸費１万

4,000円を追加し、４万円、審査支払い手数料の追加でございます。 

 ２項包括的支援事業費、１目地域包括支援センター運営事業費20万3,000円を追加し、

1,759万6,000円。 

 ３目認知症総合支援事業費４万1,000円を追加し、579万1,000円、いずれの科目も人件費

の追加内容でございます。 

 以上で説明を終わらさせていただきます。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89号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１６ 議案第９０号 

〇田村議長 日程第16、議案第90号 平成29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 説明資料は30ページになります。議案第90号 平成29年度浦幌町浦

幌町立診療所特別会計補正予算。 

 平成29年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計補正予算（第４回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ119万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ２億8,718万7,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成29年12月４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次のページ、歳入歳出

補正予算事項別明細書、１、総括につきましては説明を省略させていただきます。 

 次の45ページをごらん願います。今回の補正予算の内容につきましては、人事院勧告に

よる給与改定に伴う人件費の追加と診療所設備の修理に伴う追加補正の内容でございま

す。 

 ２、歳入、１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金119万円を追加し、9,783万

6,000円、一般会計からの繰入金でございます。 

 ３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費65万7,000円を追加し、5,087万1,000円、

人件費並びに診療所の外調機の修理代でございます。 

 ２目医業費53万3,000円を追加し、２億3,208万円、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。 
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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90号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。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９１号 

〇田村議長 日程第17、議案第91号 平成29年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 議案書の46ページをごらん願います。議案第91号 平成29年度浦幌町公

共下水道特別会計補正予算。 

 平成29年度浦幌町の公共下水道特別会計補正予算（第４回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10万3,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ３億774万3,000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29年12月４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48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。 

 49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10万3,000円を追加し、１億7,014万8,000円、一般会計からの繰入金でございます。 

 ３、歳出、２款事業費、１項下水道建設費、１目下水道建設費10万3,000円を追加し、

9,206万9,000円、人事院勧告に伴います給与の改正に係る人件費の追加でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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91号を採決いたします。 
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 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 着席願います。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９２号 

〇田村議長 日程第18、議案第92号 平成29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。 

〇小川施設課長 それでは、議案書の50ページをごらん願います。議案第92号 平成29年

度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算。 

 平成29年度浦幌町の個別排水処理特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７万1,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ5,526万4,000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29年12月４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52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。 

 53ページをごらん願います。４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金７万

1,000円を追加し、2,636万3,000円。 

 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７万1,000円を追

加し、2,003万2,000円、補正の内容につきましては人事院勧告に伴います給与の改正に係

る人件費の追加でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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92号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
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（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。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９３号 

〇田村議長 日程第19、議案第93号 平成29年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 議案書の54ページをごらん願います。あわせまして説明資料は31ページ

をごらん願います。議案第93号 平成29年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算。 

 平成29年度浦幌町の簡易水道特別会計補正予算（第６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208万9,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ３億9,919万1,000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29年12月４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56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。 

 57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、浦幌浄水場給湯循環ポン

プ及び中浦幌浄水場浄水池流出弁補修に係る修繕料、あわせまして幾千世ほか浄水場取水

施設土砂撤去に係ります機械借上料、簡易水道事業債償還利子の確定に伴います償還金利

子及び割引料並びに人事院勧告に伴います給与の改正に係る人件費を追加する内容のもの

でございます。 

 ２、歳入、３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金208万9,000円を追加し、

１億4,428万5,000円。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費18万5,000円を追加し、2,876万

円、人事院勧告に伴います給与の改正に係る人件費の追加でございます。 

 ２目施設管理費180万円を追加し、8,199万9,000円、浦幌浄水場給湯循環ポンプ、中浦幌

浄水場浄水池流出弁補修に係る修繕料、幾千世ほか浄水場取水施設土砂撤去に係ります機

械借上料の追加でございます。 

 ３款１項公債費、２目利子10万4,000円を追加し、3,636万7,000円、長期債償還利子の追

加でございます。 

 以上で説明を終わらさ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。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第93号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。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 諮問第２号 

〇田村議長 日程第20、諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 諮問第２号、浦幌町人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることにつ

いて。 

人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の

規定により、議会の意見を求める。 

 平成29年12月４日提出、浦幌町長。 

 氏名、永澤厚志、生年月日、住所等は記載のとおりであります。 

 永澤氏につきましては、平成26年より人権擁護委員を任命され、平成30年３月31日をも

って任期満了となりますことから、人格、識見ともに高く、広く社会の実情に通じておら

れますことから、引き続き人権擁護委員候補者として選任し、法務大臣に推薦いたしたく、

議会の意見を求めるものであります。 

 なお、人権擁護委員の任期につきましては３年間でございますので、よろしくお願いを

申し上げます。 

 以上、説明とさせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 ただいま議題となっております諮問第２号は、永澤厚志氏を人権擁護委員候補者として

推薦したいと意見を求めるものであります。 

 これより質疑、討論を省略し、採決をいたします。 

 永澤厚志氏を人権擁護委員候補者として適任であるとすることについて賛成の方は起立

願います。 

（賛成者起立） 
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〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦についての件は、永澤厚志氏を適任で

あるとすることに決定をいたしました。 

 

    ◎休会の議決 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 お諮りをいたします。議事の都合により、あすから12月９日までの５日間休会とし、12月

10日日曜日は休会の日ですが、多くの町民の皆さんに傍聴していただく日曜議会として午

後１時30分から本会議を開くことにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、あすから12月９日までの５日間、議事の都合により休会とし、12月10日は日曜

議会として午後１時30分から本会議を開くことに決定をいたしました。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午前１１時４８分 


