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平成２５年第４回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

平成２５年１２月２日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 ３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 各常任委員会報告 

 日程第 ６ 行政報告（町長） 

 日程第 ７ 承認第 ７号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２５年度浦幌町一般会計補正予算） 

 日程第 ８ 議案第６４号 浦幌町個人情報保護条例の一部改正について 

 日程第 ９ 議案第６５号 浦幌町地域軽スポーツセンターの設置及び管理等に関する 

              条例の一部改正について 

 日程第１０ 議案第６６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１１ 議案第６７号 浦幌町パークゴルフ場設置及び管理等に関する条例の一部 

              改正について 

 日程第１２ 議案第６８号 浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例の一部 

              改正について 

 日程第１３ 議案第６９号 浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関する条例 

              の一部改正について 

 日程第１４ 議案第７０号 浦幌町老人福祉施設等費用徴収条例の一部改正について 

 日程第１５ 議案第７１号 浦幌町介護給付・予防給付に係る利用者負担金の助成に関 

              する条例及び浦幌町障害福祉計画・障害者計画策定審議会 

              設置条例の一部改正について 

 日程第１６ 議案第７２号 浦幌町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

 日程第１７ 議案第７３号 浦幌町介護保険条例の一部改正について 

 日程第１８ 議案第７４号 浦幌町給水条例の一部改正について 

 日程第１９ 議案第７５号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について 

              （浦幌町模範牧場） 

 日程第２０ 議案第７６号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について 

              （浦幌町森林公園） 
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 日程第２１ 議案第７７号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について 

              （浦幌町留真温泉） 

 日程第２２ 議案第７８号 平成２５年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第２３ 議案第７９号 平成２５年度浦幌町町有林野特別会計補正予算 

 日程第２４ 議案第８０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２５ 議案第８１号 平成２５年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 日程第２６ 議案第８２号 平成２５年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第２７ 議案第８３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２８ 議案第８４号 平成２５年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算 

 日程第２９ 議案第８５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（１１名） 

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

    ３番  安  藤  忠  司     ５番  二  瓶     隆 

        ６番  福  原  仁  子     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（１名） 

    ７番  森     秀  幸 

 

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 

     上浦幌支所長   横  田  孝  志 

     会計管理者   永  澤  厚  志 
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          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 

 

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 本日、７番、森秀幸議員は入院加療のため欠席する旨届け出を受けておりま

す。 

 ただいまの出席議員は11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４回浦幌町議会

定例会を開会いたします。 

 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 これより本日の会議を開きます。 

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

します。 

 

    ◎議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 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４回浦幌町議会定例会の運営について11月25日午前、議会運営委員会を開催

し、正副議長の出席のもと、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、議案は承認１件、一般議案14件、

補正予算８件、議長提出は委員会の継続審査、発委等であります。以上の内容を踏まえ、

会期は本日12月２日より12月９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あす３日正午までとなっておりますが、今定例会は年１回

の日曜議会を理事者のご理解もいただき、８日日曜日午後の一般質問を予定しております

ので、多くの議員の通告を期待しているところであります。 

 また、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出ております。 

 次に、本日の日程は、各常任委員会報告、行政報告に続き、承認第７号１件、一般議案

第64号から第77号まで14件、補正予算議案第78号から第85号までの８件の審議を予定して

おります。 

 以上、議員各位のご協賛よろしくお願い申し上げまして、議会運営委員長報告といたし

ます。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 会議録署名議員の指名 

〇田村議長 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 
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 今期会議録の署名議員は、会議規則第125条の規定により、８番、杉江博議員、９番、河

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。 

 お諮りをいたします。本定例会の会期は、本日から12月９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９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11月18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９月11日から平成25年12月１日までの議長等の動静及び議員の派遣結果

報告等につきましては、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25年８月分から平成25年10月分の例月出納検査報

告書及び平成25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。 

 次に、平成25年９月11日開会の第３回町議会定例会で可決されました道州制導入に断固

反対する意見書につきましては、同日付で衆参両院議長、内閣総理大臣並びに関係大臣等

に提出をいたしております。 

 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、福原委員長。 

〇福原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、各種公共施設使用料の収納状況と利用実績について。平成17年度に財政

健全化で見直された公共施設。 
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 ２、調査実施期日、平成25年10月22日。 

 ３、調査の経過と結果の要旨のみ報告いたします。本委員会は、午前９時から役場大会

議室において、浦幌町行政改革集中改革プランに基づき実施した８公共施設の使用料改正

後の施設利用実績について、行政改革の効果と受益者負担との経過について説明を受けな

がら調査を行いました。平成18年11月に実施した所管事務調査以降、町財政の健全化判断

比率等の推移を鑑み、今後の方向性を見きわめるための調査です。 

 使用料改正前と24年度における各施設利用実績表は以下のとおりですので、ごらんおき

ください。 

 行政改革は、平成８年度から21年度までの14年間にわたり実施されました。各施設とも

有料、無料での利活用がなされ、町民の健康増進と文化の向上、高齢者の交流、学習、健

康づくりの施設として重要な役割を担ってきました。社会情勢においては、景気の低迷、

さらに平成26年４月からは消費税の引き上げも予定されていることから、特に高齢者の方

の生活への影響も心配されます。 

 所見といたしまして、新年度より一部公共施設について、高齢者と障がい者を対象に使

用料を免除し、無料化を図るという考えが示されました。施設の中には、指定管理者制度

を導入しているものもあるため、管理、運営に支障を来さない方法での対応を望みます。

また、財政健全化のため受益者負担を原則に使用料の改正も行われてきましたが、今回示

された高齢者と障がい者の使用料の免除に限らず、全町民の健康維持増進、スポーツ、文

化活動の普及拡大、施設利用を通じた交流などの拡大が図られるよう公共施設使用料のあ

り方について、さらに一歩踏み込んだ施策を望むとともに、今後も町民ニーズを的確に把

握し、情報を共有しながら有効な公共施設利用がなされるよう努力されたい。 

 以上、総務文教厚生常任委員会報告といたします。 

〇田村議長 次に、産業建設常任委員会、二瓶副委員長。 

〇二瓶産業建設常任副委員長 産業建設常任委員会より委員会報告を申し上げます。 

 本委員会に付託されました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、公営住宅の入居状況と長寿命化計画の進捗状況。 

 調査実施期日、平成25年10月９日。 

 調査の経過と結果につきましては、お手元に配付しておりますので、要旨のみ報告させ

ていただきます。本委員会は、公営住宅等６団地の現地調査と平成24年度に買い取りによ

って取得した南町団地公営住宅１棟６戸と平成25年度も同様に買い取り予定で現在建設中

の南町団地公営住宅を確認し、その後委員会室において聞き取り調査を行いました。 

 平成25年10月１日現在の公営住宅等の入居状況については、記載している一覧表のとお

りでありますので、ごらんおきをいただきたいと思います。 

 町内には、12団地、公営住宅、改良住宅、特定公共賃貸住宅、それぞれ管理しておりま

す。全戸数は495戸で、平成25年10月１日現在の入居戸数は372戸、入居率は75.2％となっ
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ております。なお、政策空き家は全体で70戸あり、それを除いた入居率は87.5％でありま

す。 

 次に、長寿命化計画の進捗状況でありますが、安全で快適な住まいを長期にわたって確

保するため、改善や建てかえなどの公営住宅等の活用手法を団地別、住棟別に定め、長期

的な維持管理を実現することを目的とする計画は、平成23年から32年度までの10年間を計

画期間とし、町をめぐる社会、経済状況等の変化、事業の進捗状況等を踏まえ、最低５年

ごとに見直すこととしております。なお、各団地の建設計画や個別改善等の計画について

は、記載のとおりであります。 

 次、所見として、１点目として長寿命化計画の進捗状況については、計画に沿って事業

が進められていることが確認されたが、後期５カ年が始まる平成28年度以降の建てかえ事

業の実施については、人口の推移や入居状況、財政状況等総合的に勘案し、十分検討され

るよう望むものであります。 

 ２点目、空き家については、調査時点で政策空き家を除き全体で53戸あり、町の自主財

源確保のためにも入居率を上げ、その解消に努められたい。 

 ３点目として、老朽公営住宅等の解体については、年次計画により示されているが、周

辺環境や防犯上の観点からも早期対応に努められたい。 

 ４点目として、個別改善事業として行う住宅の水洗化については、財政上計画的な整備

については理解はしておりますが、入居者の快適な住環境確保のため早期に整備されるこ

とを望むものであります。 

 ５点目として、北栄団地の建てかえに当たっては、住宅の解体整備後、地域の空洞化が

懸念されるため、跡地利用について地域住民と十分な協議を行うよう配慮を求めるもので

あります。 

 以上、産業建設常任委員会報告といたします。 

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９月11日から平成25年12月１日までの町長等の動静については、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15件でありま

す。 

 ３の委託業務入札結果につきましては、役場庁舎防災改修工事実施設計委託業務ほか６

件であります。 

 ４の物品購入入札結果につきましては、浦幌町立診療所スチームコンベクションオーブ
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ン購入１件であります。 

 ５のその他について報告させていただきます。１件目は、公共施設利用にかかわる高齢

者、障がい者福祉対策についての報告であります。第３期まちづくり計画において６つの

基本目標を掲げ基本計画に基づく事業を実施しているところでありますが、高齢者、障が

い者福祉にかかわり高齢者福祉の充実、障がい者福祉の充実を大きな施策として各種事業

を展開しております。高齢者福祉の充実、障がい者福祉の充実を進めるに当たっては、高

齢者の方や障がいをお持ちの方が健康であって対策がなし得るものであり、本町の近年の

状況において高齢化率や高齢者人口、障がいをお持ちの方の社会生活への積極的な参加か

ら、健康増進対策が喫緊の課題となってまいりました。高齢者及び障がいをお持ちの方の

健康増進対策においては、公共施設をより利用されることで交流を通した心の健康や体の

健康づくりが促進されるものと捉えており、そのためには健康増進対策にかかわる施設に

ついて高齢者及び障がいをお持ちの方に対しまして、平成26年度から施設使用料の免除を

行ってまいりたいと思っているところであります。施設使用料免除対象施設につきまして

は、パークゴルフ場、総合スポーツセンター、スイミングプール、地域軽スポーツセンタ

ー、公民館、生活改善センター、地域会館の全30施設であります。施設使用料の免除につ

いて、使用料収入における予算措置に関しましては、平成26年度予算において免除に係る

算定をしてまいるものであります。 

 以上、公共施設利用に係る高齢者、障がい者福祉対策についての報告といたします。 

 次に、福祉灯油給付事業の実施についての報告といたします。昨年度１年限りの措置と

して高齢者や障がい者などの低所得者の方を対象に、灯油購入経費の一部を助成する緊急

支援を行ったところでありますが、本年度においても、なお原油価格の高騰が続いており、

住民生活に大きな影響を及ぼしている状況にあります。これから冬を迎えるに当たり、12月

以降の灯油価格がどのように推移するのか不透明ではありますが、冬期間における暮らし

に大きな打撃を受けることが想定されますことから、本年度につきましても昨年に引き続

き福祉灯油給付事業を実施するため、関係予算を町議会に提案させていただいたところで

あります。対象世帯につきましては、昨年度同様65歳以上の１人世帯または高齢者のみの

世帯、要介護４または５に認定された要介護者と同居している世帯、身体障害者手帳１級

または２級、療育手帳、精神保健福祉手帳を所持している方と同居している世帯、ひとり

親世帯にあって平成25年度分の町民税非課税世帯とし、生活保護世帯を除く400世帯を見込

んでおります。また、支援の方法は給付券による実施で、１世帯当たり6,000円とし、給付

券の有効期間は平成26年３月31日といたしました。町民の皆様には、広報等により周知を

図り、本事業の適正な執行に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 以上、福祉灯油給付事業の実施についての報告といたします。 

 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。 
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    ◎日程第７ 承認第７号 

〇田村議長 日程第７、承認第７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。 

〇鈴木総務課長 承認第７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、平成25年度浦幌町一般会計補正予算について、

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25年12月２日提出、浦幌町長。 

 専決処分書。 

 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する。 

 平成25年10月23日、浦幌町長。 

 記、平成25年度浦幌町一般会計補正予算、別紙のとおり。 

 次のページ、補正予算をごらんおき願います。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８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792万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ72億3,818万6,000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。 

 （地方債） 

 第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 次のページをおめくり願います。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。 

 次のページに移らさせていただきまして、第２表、地方債補正、変更でございます。起

債の目的、緊急防災・減災事業の厚内地区避難所等整備事業におきましては、補正前限度

額２億7,000万円に対しまして、700万円を追加し、補正後２億7,700万円となるものでござ

います。緊急防災・減災事業全体では、補正前限度額９億7,210万円が補正後におきまして

は９億7,910万円、地方債合計額が補正前16億2,252万6,000円に対しまして、補正後16億

2,952万6,000円となるものでございます。なお、起債の方法、利率及び償還の方法につき

ましては、補正前に同じでございます。 

 次のページをおめくり願います。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、省略をさせていただきます。 

 ２、歳入、17款繰入金、２項１目基金繰入金92万円を追加し、9,875万3,000円は、１節

基金繰入金で財政調整基金からの繰り入れの内容でございます。 
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 20款１項町債、６目消防債700万を追加し、３億2,070万円は、１節消防債で厚内地区避

難所等整備事業債の内容であります。 

 ３、歳出、６款農林水産業費、２項林業費、４目うらほろ森林公園管理運営費42万円を

追加し、2,515万3,000円は、11節需用費で説明資料１ページに記載のとおり、修繕料の内

容となるものでございます。森林公園におきます給水管漏水の修繕にかかわるものでござ

います。 

 ９款１項消防費、４目災害対策費750万円を追加し、３億2,308万9,000円は、15節工事請

負費700万円、17節公有財産購入費50万円、それぞれ追加の内容でありますけれども、説明

資料１ページに記載のとおり、浜厚内避難所及び避難路道路造成工事におきます消費税増

税率３％分並びに緊急防災事業債に係るものでございます。また、厚内避難経路整備工事

に係ります用地取得費に係るものでございます。いずれも説明資料１ページに記載のとお

りでございますけれども、消費税に係りましては工事施工に係り、工程におきましては平

成26年に繰り越す部分もございまして、それに係ります消費税増率分が発生する内容とな

るものでございます。このことにつきましては、今般の消費税改正により国において本年

10月に消費税及び地方消費税の税率改正に伴う直轄工事等の取り扱いについての数値で、

国は工事等の取り扱いに関する基本的方針が示され、繰越明許費におきましても発注者が

負担すべきものとして消費税を考慮して適正に行うこととしていますことから、これに準

拠して追加補正する内容のものでございます。 

 以上で専決処分について補正予算の内容につきまして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。 

 ２番、差間議員。 

〇差間議員 この予算について、関連して質問いたします。 

 この道路造成工事が始まっておりますが、その入り口に、これは道道に面しているので

すけれども、これは何回も同じようなことを私発言しているのですけれども、車を道路用

地に置きっ放しにされている方がおります。やはりこれは、いざ住民が避難するというと

きには大変障害になることが予想されます。また、この入り口の部分については、過去こ

の道道、町道時代からですけれども、走っている車両が住宅前の車を置いてある場所、車

に対してですけれども、ぶつかっていく事故が繰り返し起きた場所でもあります。その点

について、どのように住民と話ししているか、どのように住民に対して周知しているかを

お聞きいたします。 

 もう一点、私どもの住んでおります４区行政区、４区と言わず２区の山本商店から海側

についてもそうなのですけれども、３区の方ももちろん関係していると思うのですけれど

も、齊藤牧場のほうに避難する際に、今造成が始まったその避難路にやはり住宅の横を通

過して私どもは避難していかなければなりません。その部分について、車の問題、先ほど

来私言っております放置している車について、どう地域住民に説明しているか。もちろん
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これは私たちの直接避難路にかかわると言っていいかどうかわからないのですけれども、

立ち木、もちろん車も含めて町道に置かれている部分が相当数あります。これは、私ども

もトラックを使用して町内を走るときに交差点のいわゆる道路用地として整備されている

部分だけを走るにも大変障害を感じております。いざ地震が起きたとき、その交差点部分

で事故が起きてしまったら、これは避難路も何もあったものではありません。車を利用し

て逃げる方たちは堺氏の沢に向かって走ると思うのですけれども、その経路を遮断するこ

とになってしまいます。もちろんこの道道については、国道からつながっている部分でも

ありますので、先ほど言いましたように国道から入ってくる主にトラックと地域住民の置

かれている車との間で事故が起きた場合にもやっぱり同じことが言えると思います。この

問題については、繰り返し私発言しているのですけれども、この部分について、これは地

域の私たちが率先して地域の中で発言していかなければならない問題かもしれませんが、

やはりこの工事をやるに当たって、町はこういった問題があるよ、こういった問題が想定

されるよということで地域住民に説明してほしい。また、この点について、ふだんから道

路に放置されている車の問題を住民との間で一体話し合いしているのか。明らかに町有地

にかかって建てております倉庫、立木、立ち木ですね、そういった面について町は話をし

ているのか。この浜厚内、今工事始まりました道道の入り口の１点。それから、主に厚内

の町の中にかかわります立木、それから放置している車、この２点について質問いたしま

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、私のほうから説明させていただき

ます。 

 全般にわたりまして避難路、厚内に限らず、地域住民の皆さんとともに津波避難計画を

ご一緒に意見を交わしながら策定してきたという経過の中にありまして、厚内に限らず、

避難路の確保という点では、いろいろお話もさせていただきました。その中にありまして

も、ご指摘ございました、いわゆる避難路の長期にわたる車が駐車しているだとか、そう

いった対策についてもお話の中でも進めてきて、今般も広報を通じた中でやはりそういっ

たことをご協力いただきたいということもお示ししました。また今後、以前もそうなので

すけれども、今後も含めまして自主防災組織のお話をまちづくり出張説明会の中で各行政

区を回った中で進めてきております。また、そのことについても改めて地域の方にお話を

し、ご理解を求めていきたいというふうに考えているものでございます。 

 また、町有地にかかわって放置されている物件があるというようなお話ですけれども、

これにつきましても詳細については今ここの中でお話しすることはできませんけれども、

個人情報等のこともございますし、いずれにいたしましても町有地についてのそういった

事例については確認を進めるが、ご協力をいただくことについては直接お話ししながらご

協力を求めていきたいと考えてございますので、ご理解いただきたいと思います。 
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〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 ただいまの回答では、全く納得できません。 

 この立ち木、立木、その件についてつけ加えさせていただきますと、この立ち木がある

ということで私たちの行政区の中でも話し合いしたことがあります。実は、大変恥ずかし

い部分を話ししなければならないのですけれども、その関係者も大きな声で私たちに向か

って、この木が邪魔と言うなら切るぞ、どうなのだと言われたのです。私たちは、僕もま

だ行政区活動に入ったころでして、よくわかりはしなかったのですけれども、でもひどい

問題だなという意識はありました。ところが、その木が今どんどん大きくなっております。

これから冬に向かってイルミネーションをつけたり各種飾りをつけたり、これはトラック

でその交差点を回りますと、その立ち木にトラックが触れるのです。そうすると、トラッ

クを内側回しますと、交差点の中央ポイントをはるかに内側に切ってトラックを移動させ

なければなりません。万が一前から車来て、前から歩行者が来たら、これはとんでもない

問題になると思います。それが１点。 

 それから、倉庫の件。倉庫については、これは石づくりの頑丈な塀を道路用地にがっち

り、町有地ですね、はみ出してつくっている方がおりまして、そのラインをまねるように

倉庫が出てき始めているのです。これは、町道ですから町に大きくかかわる問題だと思い

ます。これは、町は知らないとは私はちょっと言えないと思うのです。この点を関係者と

話ししてほしいのです。私に言わせれば、町有地を使っているのだから、町有地を使用す

るお金を取ってもいいと思うのです。そこまで踏み込んで話ししてほしいのです。 

 それから、先ほども言いました。現在この予算にかかわっております道道との入り口の

部分についても、もう一回繰り返し言いますけれども、やはりこの部分については事故が

繰り返しあったポイントですから、もう一度強く要求いたします。もし地域の住民として

町がこの問題について話し合いしたいということであれば、私は行政区、いろいろな方に

申し出て、町自身が住民同士の話し合いに乗り出していくべき問題だと思います。これは、

いつまでもほったらかしておきますと、特に立木に関しましてもどんどん、どんどん大き

くなってきているのです。もう一度答弁、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 お話の向きで細かいところまではなかなかわかりづらい部分ございます

けれども、いずれにいたしましても街路樹も含めて立木が成長して交差点の周りとして支

障があるだろうというご指摘だと思います。このことについては、そういった箇所につい

ては改めて点検をさせて、現地調査を踏まえた中で点検をさせていただきたいと思います。 

 また、町有地に一部私的な財産が入り込んでいるのではないかといったご質問だと思い

ます。このことにつきましても、道路も含めて町有地にかかわる財産の確認と、そして現

地の調査といったことも踏まえながら確認をさせていただきたいと思います。 

 以上です。 
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〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 この問題について、よろしくお願いいたします。 

 前から気になってはいたのですけれども、こうして避難経路の問題に今大きくかかわっ

ておりますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

 以上、終わります。 

〇田村議長 答弁はよろしいですか。 

〇差間議員 はい。 

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。 

 これより承認第７号を採決いたします。 

 本件を承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、承認第７号は承認することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第８ 議案第６４号 

〇田村議長 日程第８、議案第64号 浦幌町個人情報保護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64号 浦幌町個人情報保護条例の一部改正について。 

 浦幌町個人情報保護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12月２日提出、浦幌町長。 

 浦幌町個人情報保護条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町個人情報保護条例の一部を次のように改正する。 

 第８条第１項第４号中「前３号」を「前４号」に改め、同号を同項第５号とし、同項第

３号の次に次の１号を加える。 

 第４号、本人以外の者に個人情報を提供することが明らかに本人の利益になるとき。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 本条例案につきましては、説明資料２ページから３ページをもちましてご説明をさせて

いただきます。説明資料２ページから３ページをお開き願います。浦幌町個人情報保護条

例の一部を改正する条例説明資料でございます。１、改正の趣旨につきましては、個人情
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報につきましては個人情報取扱事務の目的を超えての利用や実施機関以外の者への提供は

一部の例外規定を除き制限されてございます。 

 現行条例におきましては、３ページになりますけれども、改正前をごらんおき願います。

第８条の第１号、本人の同意があるとき、第２号、法令等に基づくとき、第３号、個人の

生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるときなどを例外

規定としてございますけれども、新たに個人情報を本人以外の者に提供することが明らか

に本人の利益となる場合についても例外規定に追加するものでございます。このことが改

正後の第４号になるものでございます。また、あわせて第４号が加わったことから、第４

号においては前３号に掲げると表記してございますけれども、第５号をもちまして改正後

は第４号に掲げるということでの修正を加えるものでございます。 

 改正の内容につきましては、以上のようなことでございますけれども、施行の期日とい

たしましては公布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。 

 ２番、差間議員。 

〇差間議員 質問いたします。 

 この個人情報保護条例の改正ということで今説明いただきましたが、この法令が変わる

ことによって住民福祉の向上のために実施する、そういったことになると思うのですけれ

ども、その場合に課税情報であっても、税金のそういう情報であっても利用するのに住民

福祉の向上のためということであれば相当の理由があるということにまずなるのか、これ

について１点お聞きいたします。 

 具体的に、町長の施政方針の中にもありましたが、福祉灯油のこれから始まると思うの

ですけれども、その案内する際、これは民生委員を通さないで、いわゆる庁舎のシステム

を利用して、それで課同士の連携で庁舎から、これは福祉課からということになると思う

のですけれども、町民からの情報を利用しながら本人に直接案内してもいいよということ

になるのか、これがもう一点。 

 それから、これと全く同じ問題になると思うのですけれども、準要保護世帯に対しても

行っております就学援助、この案内もやはりこれは直接本人の申請なくても庁舎のほうか

ら案内できるということになるのか。どこまでなるのか。 

 ３点目についてはちょっと踏み込み過ぎかなということも、私の頭の中ではちょっと迷

ったのですけれども、そこまで庁舎から住民に対してできるのか。全てが住民福祉向上の

ためということで、この個人情報保護条例がもしこういうふうにして改正されるのであれ

ば、私は大変いいことだなと思うのです。それと同時に、どこまで町から踏み込んでいい

のか、こういった不安というのは、これは条例の改正を見た方たちは皆さん一様に思うと

思うのです。 

 以上、３点について。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 説明の中で不足の分があったことも含めまして、説明させていただきた

いと思います。 

 今般条例改正に当たりましては、北海道の指導、助言といった形の中で個人情報の扱い

についての研修の内容がございました。その中で北海道もやはり条例の改正を踏まえた中

で進めてきているといった部分もございます。また、全国的な展開としてもそういった分

としてなり得てきたということの中で、やはり条例改正が最も重要なものとなってくるだ

ろうということでのいただいたものでございます。そのことにかかわりまして、今般条例

改正を進めていきたいという思いでの提案でございますけれども、ご指摘ございました明

らかに本人の利益になるときと、このケースが一体どういったケースだといった意味合い

だと思います。これは、このとおりでございまして、こちらで想定している部分といたし

ましては、ご指摘ございました福祉灯油にかかわる、いわゆる対象者の把握漏れのないよ

うな事務の進め方、または今後あり得るか、以前ありました地域振興券の給付ですとか、

それから今ご指摘ありました準要保護世帯にかかわるもの、こういった分としてなり得る

のかなというふうに捉えてございます。 

 ただ、１点、災害時における要援護者、この台帳にかかわっても本人の利益になる部分

がございますけれども、ただ先ほど申し上げました福祉灯油ですとか、それから地域振興

券等々の給付に、当時ありましたそういった事例につきましては、あくまで行政内部での

情報の、いわゆる調査と提供、利用ということになりますので、これは大きな混乱を招か

ないかなというふうに捉えています。ただ、災害時の要援護者につきましては、一部進ん

でいる自治体もございますけれども、この自主防災組織にかかわって災害時の要援護者台

帳の提供ということも論議にあります。ただ、これは第三者に渡りますので、このことに

つきましてはなかなか難しいかなということで、先進的な事例の自治体におきましては、

調査にかかわりましては、まずは災害時の要援護者の把握を行政内部で行い、そしてそれ

をもとに本人同意という手続を行っていくと。そして、同意を得たものについて第三者の

自主防災組織にお渡しすると。ただ、そのときも自主防災組織と協定を交わして、いわゆ

る守秘義務の部分を協定の中で課していくということに努めているというものでございま

す。 

 先ほど申し上げました福祉灯油と、民生委員さんもそうなのですけれども、民生委員さ

んにつきましては地方公務員法上では特別職という扱いになってございますので、これは

通常から守秘義務を課せられているということの中にありまして、この福祉灯油に限って

も民生委員さんにもそういった情報を提供できるものというふうに解しているところでご

ざいまして、いずれにいたしましてもご指摘ございました本人のまずは把握ができるとい

うことと、本人宛ての案内ということも進めていきたいなというふうに思っているところ

でございます。いずれにいたしましても、本人の利益になるというときが明らかな場合と
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いうことを想定していますので、そのケースごとに判断をしていきたいなというふうに思

っているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 私が聞いた質問と、より踏み込んで回答いただきました。 

 私、このシステムが、もしこの条例が通ったら、庁内のシステムを使って住民に直接案

内が行くのかと聞いたのですけれども、福祉関係でしたらその前に……ごめんなさい、ち

ょっと言葉が。民生委員さんにその庁舎のつかまえた情報、民生委員さんにその当該地区

の情報をまとめて伝えることも考えると言ったのでしょうか。 

 もう一点、質問が前後してしまいましたけれども、この条文の中では実施機関という言

葉あるのですけれども、この実施機関というのは、私この条文読んだとき、最初総務課と

福祉課、総務課と町民課、いろいろそういうふうに実施機関と捉えたのですけれども、ど

うもこの文書を読んでみますと、これは実施機関というのは町の執行者のことをいうのか

な。 

 ２点、済みません。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ご質問にかかわりまして３点ほど説明ございましたけれども、多少前後

しますけれども、３点目の実施機関について改めて説明させていただきます。 

 本条例、浦幌町の個人情報保護条例におきます実施機関という定義がございまして、そ

の中には町、そして教育委員会、議会等、また農業委員会、ご指摘ございました執行機関

にかかわっての機関ということを総称して実施機関と。いわゆるそれぞれの機関が個人情

報を行政財産として扱って、また保有しているということになってございますので、その

実施機関ということでございます。ですから、先ほどの福祉灯油につきましては町が実施

するものでございますから、町が実施機関となって個人情報の扱いを行っているというこ

とでご理解いただきたいと思います。 

 それから、先ほども説明させていただきましたけれども、説明が不足して申しわけござ

いませんけれども、福祉灯油については対象者の方を把握した上で直接ご案内を差し上げ

ることができるようになるというのが１点と、あわせて対象漏れのないように民生委員の

方にも民生委員の業務の中で把握の分として漏れのないように、そういった情報も提供が

できるということになり得るということでご理解をいただきたいと思います。いずれにい

たしましても、対象漏れのないような措置を行っていくために情報の共有することが可能

になるということでご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 質問のタイミングでちょっと私の意見を述べさせていただきまして大変申し

わけないのですけれども、福祉関係で民生委員に当該地区の住民の中で情報漏れがないよ
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うに云々ということは、ちょっと僕もどうかなと思うこともあるのです。やはりそこまで

民生委員の方を信用しなかったら、これはもう何も始まらないという考えもあるかと思う

のですけれども、ちょっとわかりません。多分そのほうがいいのかなという思いもありま

す。 

 それから、この条例の運用につきまして、個人情報保護条例の審査機関というのですか、

そういった機関との関係はどのタイミングで相談というのですか、審査がされるのか、そ

れもちょっとご説明いただきます。お願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 まずは、情報の共有という中で直接、福祉灯油の話題になっていますの

で、福祉灯油に限ってお話しさせていただきますけれども、福祉灯油につきましては直接

対象者の方へご案内は申し上げられている。あくまで福祉灯油につきましては申請行為で

ございますので、ご案内をして、いわゆる対象になって申請をできますといったご案内に

なろうかと思います。また、ご案内を差し上げた中で申請漏れがあった場合、どういった

方が結果漏れていたという把握の分としては、民生委員さんのほうからお声をかけていた

だくようなことも可能かなということの内容でございます。 

 また、もう一件、今後この個人情報保護条例に基づいた中でのいわゆる情報保護審査会

の取り扱いとしてどうなるのだというようなことでございますけれども、現条例におきま

しては、この審査会におきましては直接個人の方が自分の情報の取り扱いにかかわって不

当な、または違ったような情報が使われているといったようなことがあった場合、異議申

し立てができる仕組みになってございます。そのことについて、情報保護審査会における

案件として取り扱っていくものということが所掌事項になってございます。ただ、今後ま

だ先の話でございますけれども、マイナンバー制度等が進んでいく中では個人情報保護審

査会のあり方についても今後どのような形が望ましいかということについては調査研究を

していかなければいけないのかなと、現在のところは捉えているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 今るる説明をいただきまして、災害時の要援護者の調査するということです

が、これ前から私もお願いしてあったと思うのです。それで、いつの時点でどのような形

で、公布の日から施行するというふうになっていますが、どのような形でどのような状態

でやっていくか。これは、本当に早くやってほしいということで前からいろいろとお願い

してあったと思うのですが、その件についてお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいま福原議員から災害時の要援護者の整備という関係でご質問

がありましたが、災害時の要援護者につきましては現在要援護者台帳を整備しております。
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今回この条例が改正になるということで、その整備している台帳を、いわゆる実施機関外

に提出していいのかどうなのかというところの理論になってくるかと思いますけれども、

その辺のところにつきましては今台帳を整備したものにつきましては今後自主防災組織等

が立ち上がってきたときにそれを自主防災組織等に提供してもよろしいのかどうなのかと

いうところについて十分に議論しながら自主防災組織に、ここに書いてありますように本

人の利益につながるというようなものでありましたら自主防災組織のほうにそういうよう

な町内会もそうですけれども、そちらのほうに情報提供もあり得るというような内容にな

ってくるかと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 本当に要援護者ということで、いつ災害が起きるかわからない。自主防災組

織、これ現にできているところが余りないというふうな私は認識しているのですが、これ

と一緒にドッキングさせるという方法は本当にいつになるのかなということで非常に不安

を覚えるのです。これについての組織の実態調査みたいのは継続してやっていたり、組織

を立ち上げようと町のほうで努力しているかどうか、その辺も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。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 自主防災組織につきましての内容だと、ただいまのご質問についてはだ

と思います。このことについては、先ほどの差間議員からのご質問の中にもあったとおり、

その際に説明させていただいたとおりでありますけれども、まちづくり出張説明会におい

て昨年からほぼ全域、65あるうちの59、行政区は昨年回らさせていただきました。また、

今年も引き続きそれぞれの行政区に回らさせていただいているところでございます。この

中にあって、自主防災組織についてのお話をさせていただいてどうか、そういった方向に

向けていただきたいということでお願いもしてきているところでございます。ただ、なか

なか行政区によっていろんな諸事情がありまして、思うとおりはいっていないというのも

実情でございます。そうはいっても、このことについてはやはり同じようにまた回りをし

て、何とか時間をかけてでも進めていきたいなと思っているところでございます。その中

にあって、自主防災組織のあり方についても大きな組織としてはなかなか難しい部分もあ

ろうと思います。でき得ることからという内容で行政区のそれぞれの役員等の組織等の改

正も含めて、一部でも防災にかかわる係が配置されるようなこともご検討いただきたいと

いうことでお話もさせていただいておりますし、また先進事例の資料をご提供しながらぜ

ひともご検討いただきたいということのお話もさせていただいております。ただ、そうい

ったお話を行ってきた中で、やはり災害時の要援護者の把握ということもどうだという意

味合いのご意見もいただいております。そういったことも含めた、それからまたその取り

扱いもやはり行政区の代表が年々変わっていくといった中の取り扱いも非常に心配してい
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るのだというお声もございます。こういったことも配慮しながら、今後余りご負担のない

ような中で進めていきたいなというふうに思っておりますので、またくどくなりますけれ

ども、まちづくり出張説明会を通じた中で、また日々の中でそれぞれ行政区に単位での自

主防災組織というものの必要性と、そして進め方について改めてまた話を進めていきたい

な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64号を採決いたします。 

 本件を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 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１１時０２分  休憩 

午前１１時１９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９ 議案第６５号 

〇田村議長 日程第９、議案第65号 浦幌町地域軽スポーツセンターの設置及び管理等に

関する条例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。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 議案第65号 浦幌町地域軽スポーツセンターの設置及び管理等に関する

条例の一部改正について。 

 浦幌町地域軽スポーツセンターの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例を

次のように定める。 
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 平成25年12月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町地域軽スポーツセンターの設置及び管理等に関す

る条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町地域軽スポーツセンターの設置及び管理等に関する条例（平成５年浦幌町条例第

18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、議案説明資料をもちましてご説明させていただきますので、

説明資料の４ページをごらん願います。１、改正の趣旨でございますが、浦幌町地域軽ス

ポーツセンターは、地域の体育、スポーツの普及振興を図るとともに、健康増進と地域の

連帯意識の高揚を推進するとして、現在幾千世、吉野、上浦幌に設置しておりまして、教

育委員会所管施設となっていますが、現状では浦幌町長に対する事務委任規則によりまし

て管理運営に関する権限が浦幌町長に委任されているところでございます。これは、地域

の住民活動を推進する施設として地域会館と一体に管理すべきという観点から町長部局が

事務委任を受け管理を行っているものですが、今後管理運営を行う上でも町長部局での施

設として扱うことが適切なため、町長部局への移管を行う関連規定の一部を改正するもの

でございます。また、地域軽スポーツセンターの利用に当たっては、地域会館と同様に行

政区等は使用料を免除していますが、当該免除に係る規定が条例内において明確に定めら

れていないことから、使用料を免除するために必要とされる関連規定の一部を改正するも

のでございます。 

 ２の改正の内容でございますが、施設の移管を行うため第４条等の条文中、「教育委員

会」を「町長」に改正するとともに、使用料を前納することの規定、それから使用料を後

納できる例外規定、使用料を減額または免除することができる規定を第６条に追加するも

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、平成26年４月１日から施行するものでござ

います。 

 以上で説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 ２点ほど伺います。 

 ただいま教育委員会のほうからの提案で説明をされましたが、ご承知のように先ほど常

任委員会報告でもこの辺の対応についての報告ありました。また、町長からも行政報告と

いうことで、高齢者、障がい者免除に対するお話があったところですから、まことに申し

わけないのですが、各施設についても関連して、この対応についての質問をさせていただ

きたいと思います。 

 まず１つは、高齢者、障がい者の証明ですね、どこへどうして減免になるよという、私

の証明をどういう形で発給するのか。証明の方法です。どういうふうに考えているか、ど

ういう方法をしようとしているかです。 
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 それから、もう一点は、今軽スポーツセンターということで教育委員会のほうから説明

ありましたが、ここに先ほど町長の行政報告でありますようにパークゴルフ場、総合スポ

ーツセンター、スイミングプール、軽スポーツセンター、公民館、生活改善センター、地

域会館ということで、関連30施設あるということです。今回こういう提案されましたけれ

ども、ここで質疑するか、指定管理者のパークゴルフ場関連でしたらそこでするかしかな

いので伺いたいのですが、地域会館の利用に関して葬儀等の利用あります。これに関して、

高齢者、障がい者の減免対象の分をどのように扱うつもりなのか。その判断を説明いただ

きたい。 

 この２点です。 

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 ただいまの杉江議員のご質問につきまして、私のほうからご

説明させていただきます。 

 今回の地域軽スポーツセンターの条例改正につきましては、これに限らず、先ほど町長

の行政報告で報告ありましたように、ほかの施設も実施するという関係もございまして、

複数の課がまたがるということで、今回の協議の窓口をまちづくり政策課にして協議を進

めてまいりましたので、私のほうからご報告させていただきます。 

 ただいまご質問ありました高齢者、障がい者等の確認をどのようにして発給するかとい

うご質問がまず最初にあったと思いますけれども、今回の高齢者等の施設利用の免除につ

きましては、新たに要綱を制定するという考え方で進めていきたいと思っております。そ

の要綱は、仮称ですけれども、浦幌町高齢者等の公共施設免除利用に関する要綱というこ

とで、この要綱を整備して進めていきたいという基本的な考え方がございます。この要綱

には、本町におきます高齢者、それから障がい者、それから高齢者あるいは障がい者の団

体につきまして、使用料の免除の対象にしていくということが目的でございます。それで、

そうしますと本人の確認あるいは団体の確認という作業が出てまいりますけれども、これ

につきましては免除利用証という証明書を出します。わかりやすく言えば、パークゴルフ

場における通年会員証みたいなものを作成しまして、申請のあった方にそれを交付すると。

申請のあった方といいますと、そういう施設を利用する方々につきましては、事前に申請

をしていただいて、その免除利用証の交付を受けて各施設を利用するということになりま

す。それで、その利用証明書につきましては、今回の議会で条例等が議決されました後に

来年２月ぐらいから受け付け事務をできるようにやっていきたいと。そして、受け付け事

務につきましては、役場支所、それから保健福祉課、それから中央公民館、それと役場に

おきましては町民課、総務課、まちづくり政策課という窓口を受け付け事務の窓口にして

対応していきたいというふうに考えております。 

 それから、２点目の地域会館におきまして葬儀の関係についてはどうなるのだろうとい

うご質問だったと思いますけれども、今回の高齢者等の免除につきましては、施設の使用
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料の免除という関係でございますけれども、地域会館で葬儀を開く場合がございますけれ

ども、その部分につきましては免除の対象にはしないという考え方です。それから、豆腐

づくりにおきまして１回500円という使用料もあるのですけれども、これにつきましても対

象にはしないと。あくまでも通常健康増進のための活動していただく使用の仕方に対しま

して免除の適用をしていくという考え方でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 証明書発給について、先ほど個人情報の審議が終わったばかりですが、各部

署でその年齢の証明の書類をもってする、特別何に利用するわけでない、本人の証明だけ

ですから問題ないのですが、至るところで発給するという、私全部書きとめれなかったの

ですが、大変だろうと思うのです。申請に来た人、利用する人に発給する。何か行政が証

明書出してやるみたいな感じ受けるのです。ただ、町内の高齢者と障がい者全部出せとい

ったら3,000人、半分にはなりませんから、33％の高齢化率と障がい者ですから、そういう

割合の人数になるから、全員に発給してもこれはその必要があるかなということになりま

す。非常に大変な情報をそこらじゅう持っていなければならない。大変だと思うのですが、

大丈夫ですか。 

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 今回受付場所を多く設けているということに対してのご質問

だと思いますけれども、内部といいますか、担当関係機関、課におきまして協議したとこ

ろ、一つの課において全ての事務を進めるのはまず不可能であろうと。かといって、主に

パークゴルフ場あるいはスポーツセンターが比較的多いかなという考え方を持っているの

ですが、それぞれ指定管理者をしいておりますので、そこの指定管理者にこの確認事務が、

免許証とか障害者手帳の確認をして申請書を受けるということになりますので、そういう

意味ではそれぞれの施設の指定管理者にその事務をやっていただくというのはちょっと酷

かなという結論に達しています。それで、そういう意味で、であればどこがするかといい

ますと、保健福祉課が今後中心になってやっていくのですけれども、そこの一つだけの窓

口では対応はできないだろうということで、当面１年程度様子を見ながらですけれども、

先ほど言いました場所におきまして、比較的受付場所としては多いと思うのですけれども、

そこでやっていきたいという考え方でございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 わかりました。 

 心配しているのは、スポーツセンター、パークゴルフ場の指定管理者のところが対応す

るかどうか。先ほどの個人情報の問題ですね。そこまで対応させるのかなと。証明だけは

もちろん、その確認だけは改善しなければならないですけれども、そのことはわかりまし

たけれども、次の質問なのですが、こういうことがあるかどうかわからないですが、例え
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ば公民館はもう管理者がいない時間帯がありますよね。こういうときに、例えばその免除

の対象にならない人、なる人がともに利用するときに今後どうするのか、そういう問題あ

ります。浦幌町民善良ですから、うそを言って利用するとか、そんなことはないのだと思

うのですが、一応管理の問題としてはそういうことはきちっとしておかなければならない

と思うのです。その辺、私も全部の事態を把握今できていませんけれども、そういうこと

も起こり得るのでないかなということです。これについて。 

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 本人をどのように確認するかという問題だと思いますけれど

も、まだ詳しいところまでは詰め切れていないというところが今現在ありますが、一応協

議の中では本人を確認、当然免除の対象になる人の確認はしなければならない、あるいは

数を押さえなければならないということもありますので、受付簿をつくって管理していか

ないとならないだろうということは話としては出ております。 

 それから、公民館については、夜間については職員がいないのではないかということで

ございましたけれども、受け付け事務につきましては一応勤務時間内というふうに考えて

おりまして、時間外については考えていないのですけれども、もしそういう希望が出てく

れば、それなりに何かかんかを考えていかないとならないのかなというふうに考えており

ます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 今課長の答弁の中で勤務時間内の受け付けということで、今までも利用する

に当たりましては、事前に申請を出して何時から何時まで何名で使いますというような方

法で、そこには今までは年齢とかなんとかという区分はなくて、要するに年齢65歳以下、

65歳以上という分け方をしますと非常に事務的に煩雑になるのではないかなというふうに

私は考えるのですが、一緒に団体活動をしていて、65歳未満の方もたくさんいらっしゃい

ます。そういったところの把握をどのようにしていくかということが非常に心配なのと、

お豆腐つくりは免除しないとおっしゃいました。確かにあそこは別な利用条件でいろんな

器具等が配置されて使いやすいところです。でも、今現在使っているのはほとんど65歳以

上だと思うのです。そこだけ、なぜ免除にしないのかな。ちょっとそういう不思議な点が、

私は余りいい条例ではないのではないかなというふうに思いますので、一考をお願いした

いのと、これを実施するに当たってはやはり町民の声を聞いていただきたいというふうに

思いますが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 本人の確認、年齢の関係で確認の事務がふえるのではないか

というお話だったと思いますけれども、まず先ほどの免除利用証につきましては個人と、

それから団体と分けて発給いたします。本人につきましては、当然自分が65歳以上であれ
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ば、あるいは障がい者の方であれば利用証を持って利用していただくと。それから、団体

使用の場合については、それぞれの個人の確認はしなくてもいいのですけれども、事前に

登録をしていただきます。申請をするときに登録をしてもらうというふうになりますけれ

ども、団体につきましてはその団体の構成メンバーの半分以上が年齢要件に該当する場合

については高齢者の団体として認めます。あるいは、障がい者の方が半分以上いれば、そ

の団体も使える団体として認定しますので、団体活用の場合につきましては最初から全て

の方が免除になりますし、それから個人についてはあくまでも個人として利用する際にそ

の免除を受けているということを示していただければ使えるということですので、そんな

に面倒くさくなるというふうには考えておりません。 

 それから、豆腐の件ですが、豆腐につきましては今現在団体等で料理の講習とかという

ことになれば多分無料の方法で使えるのではないかと思いますけれども、個人で今使われ

て製作をしているという方がほとんどでございますので、そういう意味では個人的に使っ

ているという、自分のために使っているという要素が強いので、そういう意味では豆腐に

つきましてはとりあえずはちょっと対象から外させていただくというふうに考えておりま

す。 

 それから、住民の声を聞くべきだというお話でございますけれども、これにつきまして

は今正月号として発行される広報紙に載せますので、正月早々に……今年の年末には広報

紙が行くと思いますので、それから１カ月間は広報を見ていただいて、いろんな反響が出

てくると思いますので、その辺において声を聞いて２月以降の対応をしていきたいという

ふうに考えております。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 団体の件はわかりました。 

 ですけれども、障がい者も高齢者も申請に来いというのですね、町のほうで。その方法

が私は何か、何とかもっといい方法が。せっかく免除してくださるのに、役場のほうに来

なかったら免除しませんよと、そういう今の公の仕事としてはふさわしくないのではない

か。もっといい方法を考えていただくのと、そういう面倒くさいと言ったら語弊がありま

すけれども、団体と個人の申請の仕方もあるのだったら全施設、昔みたいな形にできない

かどうか、ちょっとお伺いしておきます。 

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 一応申請行為をもって利用証を発給するという形でございま

すから、どうしても面倒くささというのは出てくるのですけれども、やはり免許証等で一

度確認をしなければ対象になるかならないかわからないということもありますので、一応

年齢設定している以上は確認作業も出てきますので、もし障がい者の方が申請する場合に

も、本人が出てこれないという場合であれば周りの元気な方とご相談されまして、代理人

でも結構だと思いますので、そのように対応していただければ幸いだと思っております。 
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 それから、２番目の全ての施設を昔みたいに無料にしてはどうかということでございま

すけれども、現状今まで規則がございましたので、それを全てまた無料化にするというこ

とは現実的にはちょっと考えられませんし、今回はあくまでも高齢者と障がい者の方々の

健康増進を図るという目的で免除するという趣旨でございますので、その辺はご理解をい

ただきたいと思います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 証明書を出された場合、それはもう半永久的に１回の証明で全施設利用でき

る方法なのか、それともう一つはずっと証明書が、その方が何か利用できなくなるまで有

効なのか、その辺をお聞きしておきたいのと、それと顔写真入りという方法ではないでし

ょうから、面倒くさいから、これ貸してあげるから行っておいでとかという、そういう方

法もあるかと思いますけれども、その辺なんかはどういうような対応をしておくことを考

慮しているのかということ。 

 ３点ばかりお伺いしておきます。 

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 まず、１点目の利用期間でございますけれども、高齢者の方

につきましては１回申請をしていただければ、欠格事項として、要は町外に転出したとか

亡くなったとかありますけれども、そういう場合は返していただくというふうになってい

るのですけれども、そういう返還義務を生じることがなければ、ずっと１回の交付で終わ

ります。 

 それから、障がい者の方につきましても、障害者手帳の交付が取り消されるまで有効で

ございます。 

 それから、団体については、これはちょっとメンバーの入れかえ等もあると思いますの

で、１年更新という形になっております。 

 それから、写真につきましては入りません。 

 それから、人に貸すということもあるのではないかというお話なのですが、多分受付簿

に名前を書くことになりますし、受け付けをしていただくということになりますので、当

然利用証には大きく名前が入りますから、そういう悪さをする方もまずいないのではない

かというふうに考えております。 

 以上です。 

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。 
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 これより議案第65号を採決いたします。 

 本件を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１０ 議案第６６号 

〇田村議長 日程第10、議案第66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。 

〇鈴木総務課長 議案第66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25年12月２日提出、浦幌町長。 

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

例。 

 浦幌町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

 第４条の２中「別表３の定めるところによる」を「給料表の再任用職員の欄に掲げる給

料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする」に改める。 

 別表１を次のように改める。 

 別表１、行政職給料表第４条関係でございますけれども、この表については詳細につき

ましては省略させていただきます。 

 区分の中で再任用職員以外の職員と、また次のページお開き願います。一番後段には再

任用職員という区分の分け方になってございます。 

 次に、別表３を削る。 

 附則、この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

 条例改正の内容趣旨につきましては、説明資料をもって説明させていただきます。説明

資料７ページをごらんおき願います。浦幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例説明資料。１、改正の趣旨でございますけれども、平成25年度以降、退職共済年金の報

酬比例部分の支給開始年齢が段階的に60歳から65歳へと引き上げられることに伴い、当面

定年退職する職員等が退職共済年金の支給開始年齢に達するまでの間、再任用を希望する

職員については再任用するものとする等閣議決定がされました。これを踏まえ、地方公務

員についても地方の実情に応じて必要な措置を講ずるよう要請がされているところでござ

います。本町においても、制度導入に向けて国に準じた再任用職員給与の改正を行うもの

でございます。 

 改正の内容でございますけれども、別表１、行政職給料表に再任用職員欄を加え、別表
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３、再任用職員給料表を削除するものの内容で、施行期日は平成26年４月１日から施行す

る内容でございます。 

 次の８ページをごらんおき願います。ただいま２の改正内容で説明をさせていただきま

したけれども、その内容に係ります新旧対照表でございます。右側が改正内容で左側が改

正後の内容となっておりまして、説明させていただきましたとおり、別表１の内容におき

ましては改正後の表におきまして区分の欄に再任用職員以外の職員を加え、そしてまた再

任用職員という欄を設けた内容であります。なお、再任用職員以外の職員の欄につきまし

ては、先ほどの給料表になってございますので、省略をさせていただいております。改正

前、別表３において職務の級に応じた給料月額が定められておりましたけれども、今般こ

の給料表を１級から６級までそれぞれ定めた中で、その給料月額分を提示した内容となっ

てい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。 

 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 何点か質問したいと思います。 

 私、前々回一般質問の中でこの再任用の関係とかいろいろ質問いたしましたけれども、

そのときに答弁の中で、この再任用については職員の定員というか、それになるのだとい

うことでした。今回退職される方の職員が希望すれば再任用として認めるということなの

ですが、この定員の関係をまずお聞きしたいのと、それとこのスケジュールですね、ここ

に何人かいると思いますけれども、その方にいつ言って、どのようなことでやっていくの

か、それをお聞きしたい。 

 それから、前回の一般質問の中で給食センターの調理員の方、それから第三セクターの

ユーエムの関係について、この再任用といいますか、退職される人の希望される職員につ

いて、就業規則等を整備されているのかどうかということも聞いております。その辺につ

いてお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 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、４点ほどあったかと思います。そのこ

とについてを説明させていただきます。 

 まず、１点は、さきの第２回浦幌町議会定例会におきまして安藤議員のほうから一般質

問のあった中での改めてご確認のご質問かと思います。その際にも理事者からもご答弁さ

せていただいたとおり、その内容につきましては定員の管理上の関係があるということの

分も含めております。ただ、今後本条例が整いましたら、ご議決いただいた中では、今後

はその対応といたしましてはやはり通常再任用制度に、いわゆる国家公務員の扱いの中で

の再任用制度におきましては通常の勤務体系、いわゆるフルタイムと言われておりますけ

れども、通年の雇用にかかわります通常と同じような雇用体系、１日から１週間、１年と
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いった中での勤務時間数等の部分が通常と変わらない扱いの中でのフルタイムと。また、

それから嘱託的な配置という考えの中での状況からすると、それからおよそ４分の３程度

の内容といった等がございます。これらを含めて、国のほうでは改めてそういった部分に

ついて希望を募った中で進めていくということがございますので、町といたしましても国

に準拠した中で、ただいま申し上げました体系を希望を募った中で進めていきたいなとい

うふうに考えてございます。ただ、あくまで希望でございますので、フルタイムにおきま

す定員管理上は当然定員的な要素は含まれてきますけれども、嘱託４分の３以上の勤務体

系になりますと定員管理に入ってこないといったこともございますので、このことにつき

ましてはあくまで希望を募った中で把握をしておきたいというふうなことでございます。 

 また、その希望にかかわります今後の進め方はどのような工程スケジュールになってい

くのだというようなご質問だと思います。このことにつきましては、本改正案がご議決を

いただいた中で早急に要綱を作成し、いわゆる希望にかかわります要綱を作成した中で、

職員の皆様、当該職員の方々にご提示を申し上げ、早急な対応とさせていただきたく考え

ているところでございます。 

 また、給食センターの調理員にかかわりましても、第２回の定例会におきますご質問に

かかわります答弁、説明もそうなのでありますけれども、あくまで給食センターに係りま

す臨時職員の内容でございますので、今般の再任用に係りましては正職員のいわゆる扱い

ということもありますので、本採用にかかわっては含まれてこないというふうに捉えてお

ります。このことについては、国の国家公務員の取り扱いと準拠したものでございます。 

 また、第三セクターのユーエムにつきましても、その際にもお話しさせていただいたと

おりでございまして、このことについてはいわゆる労基法と言われています労働基準法に

基づいた中での定年制のかかわる、いわゆる希望を募っていくというふうなことでござい

ますので、今後それらを進めた中での改正ということを進めていくというふうにはお話を

伺っているところでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 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。 
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 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、暫時休憩をいたします。 

 

午前１１時５５分  休憩 

午後 ０時５８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１１ 議案第６７号 

〇田村議長 日程第11、議案第67号 浦幌町パークゴルフ場設置及び管理等に関する条例

の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 議案第67号 浦幌町パークゴルフ場設置及び管理等に関する条例の一部

改正について。 

 浦幌町パークゴルフ場設置及び管理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25年12月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町パークゴルフ場設置及び管理等に関する条例の一

部を改正する条例。 

 浦幌町パークゴルフ場設置及び管理等に関する条例（平成17年浦幌町条例第36号）の一

部を次のように改正する。 

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

説明資料の９ページをごらん願います。１の改正の趣旨でございますが、浦幌パークゴル

フ場を使用する場合の使用料の免除につきましては、第10条で町及び教育委員会が主催し

て使用する場合及び町内の学校が主催して使用する場合は免除することができると規定し

ておりますが、これらにつきましては本来使用料をかけるべきものではないため、関連規

定の整備を行うとともに、指定管理者が使う利用料金の免除規定の整備を行うため、浦幌

町パークゴルフ場設置及び管理等に関する条例の一部を改正するものでございます。 

 ２の改正の内容でございますが、第10条第１号の「町及び教育委員会が主催して使用す

る場合」及び第２号の「町内の学校が主催して使用する場合」を削るとともに、第21条の

利用料金の減額及び免除の規定を免除規定に改めるものでございます。 

 ３、施行期日でございますが、この条例は、平成26年４月１日から施行するものでござ
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います。 

 以上で説明を終わりますので、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。 

 12番、野村議員。 

〇野村議員 この項目は、先ほどと同じように高齢者及び障がい者を対象とした減免とい

うことで、先ほどの軽スポーツセンターの中でも多々議論されましたので、重複しないよ

うにご質問いたしますけれども、まず第１点に先ほども大分議論になっていましたけれど

も、65歳以上、また障がい者を社会に……社会生活を地域交流を図りながら健康増進とい

う、これは先ほど町長が行政報告の中で言ったとおり、全くそのとおりだと思う。それで、

減免する。大いに皆さん健康のために施設を利用してください、すばらしいことだと思う

のです。それで、先ほど減免はどうするのだと同僚議員の質問の中で、申請者、私が減免

受けたいからという形で、それをもって許可してやると。ちょっと私この趣旨が、行政報

告の中で町長は来年度から減免しましょうと。そして、高齢者、それから身障者、もっと

皆さんと交流して健康増進頑張りましょうという趣旨がちょっと違うかなと。ということ

は、それだけの施策をやるのならば、逆に65歳になったら全員に無料の券、どのような券

なのかわかりませんけれども、全員に配付して、障がい者だとか高齢者でいろんな方もい

らっしゃいますので、とても無理だなという方は、こちらの判断でなくて、家族、身内の

方で判断して、券配るけれども、よろしいですか、いや要りませんよと言ったらそれで交

付しなければいいわけですけれども、基本的な考え方、行政が方針を出してやろうという

ことに対して、申請しなければ交付しませんよというのはちょっと本来の趣旨と違うので

ないかと私は思うのですけれども、制度的にいろんな無駄を省くために利用したい人はい

らっしゃい、ではこうしますよ。これは一番簡単で、意欲のある人が申請に来るわけだか

らいいですけれども、たまたまこんな事例、一緒にパークやりましょうと。いや、私申請

して無料券持っていますよ、私もらっていません。では、すぐ役場で申請して、すぐリア

ルタイムで交付してくれるのかといったら、そういうことにならないと思うのです、先ほ

ど言ったとおり時間内における交付だとなると。その辺、町長、これからやる、町民のた

めに健康増進頑張るのだということに対して、ちょっと制度的にまだ不手際あるのでない

かと思うのですけれども、それについての考え方はどうなのでしょう、お伺いしたいと思

うのですけれども。 

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 お答えいたします。 

 ただいまの全員を対象にして、できれば利用証も事前に送ったらいいのではないかとい

うお話だと思いますけれども、高齢者に関しましては65歳以上の方、浦幌町に1,900人ぐら

いいるようであります。1,900人の方全員にこの利用証を送るということになれば結構な作

業にもなりますし、お金も結構かかります。先般保健福祉課のほうで各高齢者の世帯を回
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って、今現在も続けていると思いますけれども、いろいろお話をお聞きしまして、そうい

うスポーツ施設あるいは会館等の利用状況もあわせて調査をしているのですけれども、そ

の際に大体１割程度の方が利用されているけれども、それ以外は利用していないというよ

うな結果が出ております。その結果からしまして、少ないほうがいいということでもない

のですけれども、とりあえず経費の関係等を考えますと、お手数を煩わせますけれども、

とりあえずそういう施設を利用される方は比較的まだご健康で、役場に来たりスポーツセ

ンターに行ったりすることが可能だと思いますので、そういう意味ではちょっとお手数を

煩わせますけれども、申請行為という形で進めたいというふうに考えております。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 担当課の責任者としてはそういうような答弁しかできない、よくわかります。

ただ、私が言いたいのは、今言ったように、現状を調査して１割だからそれで間に合うし、

意欲のある人は無料申請するだろうと。だけれども、基本的に町長はこうやりたいと、こ

うやるべきだと基本的な考え方は高齢者、これからふえていく高齢者及び障がい者、なか

なか外に出てコミュニケーション図らない、そういう人たちを引っ張り出すためと、ちょ

っと言葉としてはあれですけれども、そういう人たちを積極的にやっぱり地域のこういう

施設を使って交流を図り、また一番大きな目的である社会生活へ適切な参加を促し、なお

かつ健康増進につなげようという目的なのですから。そうしたら、行政としては、経費の

問題はよくわかります。先ほどの中では一度交付したら、あとは本人が喪失するまでは交

付しないということですから、いっときだけだと思うのです。それも1,900人。例えば経費

的にどのようなものを設置するかわかりませんけれども、それはあとは行政のテクニック

で、明らかにわかるような証明書、それもこれから先何年か、何十年か使う人もいるかも

しれないから、それに耐え得るようなものを最低限の経費で設置すればいいと思うのです。

ただ、この趣旨をもっと練って、先ほど同僚議員言いましたようにこのように整備しまし

たから皆さんに周知しました。来ました。来ませんでした。これで終わりますでは、何の

ための施策なのかなと私は一番そこが気になりますので、これについてはきょうここで結

論出ないと思いますけれども、我が町がどうやらなければならないのか、そのトップがこ

うようにやりたいのだと言ったら、やっぱり少なくとも町民のためですから、町民に煩わ

せないで、今言ったように目的はこうなのだから、ひとつ年に１回でも２回でも出てくだ

さいと。これからどんどん、今回健康増進のためのスポーツ施設がメーンでございますけ

れども、これから文化団体、いろんな団体にもどんどん、どんどんそういう形で、私もさ

っき言ったとおり、同僚議員も言ったとおり、町の施設は無料がいいと思うのですけれど

も、それは受益者負担だとか、いろんな過去の流れからそんなことではならないとわかり

ますけれども、やっぱりどんどん軽減していくことによっていろんな施設を利用しながら

コミュニティが広がっていく、我が町がまたある意味では発展する大きな基礎になるのか

なと思っておりますので、その辺を今後、まだ３月まで時間がありますので、十分検討し

ていただきたいという形で。 
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 あともう一点、先ほど質問出ましたし、その前にも条例も議決しましたけれども、個人

情報の問題です。当然65歳、障がい者、誰が見ても大体わかるけれども、１歳、２歳、非

常に微妙なところだと思います。個人によって、私交付受けたら、65歳明らかだからとい

う人も中には出てくるかもしれませんし、それはいいでしょう。だけれども、行政は政令

によってその辺の情報は掌握できると、ちゃんときちっとした項目がありますけれども、

ただ一番心配なのは、全て行政が管理運営している施設だったら、それを管理する、また

それをメーンとした公務員でありますから、今も非常に国会で問題になっていますけれど

も、やっぱり守秘義務という問題はきちっと確立されておりますけれども、特に指定管理

者、それは信頼してきちっと委託するわけですから、そうしたらその人たち、担当者は十

分その情報は得るわけです。当然何か提示されて無料になるわけですから。そのときの管

理運営体制は、これから随時更新されていろんな施設も指定管理なってくるでしょうけれ

ども、その辺の指導なり徹底なりはどのように考えておられるのか。 

 それとあわせて、前回も所管事務調査で委員長も報告しましたけれども、あのときの報

告によりますと、こういう制度がなかったからでしょうけれども、各施設における年齢に

おける掌握はしていないと。たとえしていても、それは個人情報で出せませんという説明

員の報告もあったのです。それを考えてみたときに、来年度に予算措置をしなければなら

ないと。そうしたら、当然行政における管理は、当然その人たちは無料ですから、それだ

け行政の手数料も減るから、それは行政が政策の中で負担することでよろしいですけれど

も、指定管理というのはもう年間で決まった医療費を設定しているわけです。これから更

新する場合もありますけれども、現在もそれがこれに該当した場合に、障がい者が今無料

なところもありますけれども、それははっきり言って今まで手数料を収入として見られた

指定管理者は減額になるわけです。その減額になった分をどういう基準で補填するのか。

先ほど言ったように、２月に取りまとめていったら大体の把握はできると。それで２月か

なと私は思ったのですけれども、２月に1,000人来たと。この人で大体案分して、この人は

こういう施設使うだろうから、この分は指定管理にある程度オンしなければならないなと

いう、そういう算術はできると思うのですけれども、それは違うだろうと。指定管理にお

ける基本的な個人情報のきちっとした理解と管理と、及びこれから、また今までも継続し

ているこういう減免することにおいての補填をきちっとやるということがどの段階で判断

して予算として組まれるのかなと、その辺を今この段階、その条例を出す段階で議論され

たのか、この辺の考え方あるのかを１点お伺いしたいと思うのですけれども。 

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、２点目、３点目につきまして私のほうからご説明

したいと思います。 

 まず、指定管理者に対する指導はというお話だったと思いますけれども、今回の要綱は

指定管理者には申請事務を取り扱わせないと。指定管理者に申請手続をお願いするという
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ことは、料金にも、指定管理料にもかかわってきますので、指定管理者にはその手続はさ

せない。役場職員がするということで、先ほど上浦幌支所から何カ所かの窓口をもって申

請事務をするということになっております。そういう意味では、個人情報につきましては

当然指定管理者のほうでは目にしない。まして利用証にも個人、法人という区分分けはあ

りますけれども、高齢者、障がい者という区分分けはございませんので、その利用証を見

てもそういう中身についてわかる状況にはなっていないというふうになっておりますの

で、個人情報につきましては心配ないと思います。 

 それから、３点目の収入減、指定管理者のほうがそういう特定の人方が免除になること

によって収入減につながると、それについてどうするのだというご質問だと思いますけれ

ども、それにつきましてはあす関係課と打ち合わせすることになっておりまして、方向性

はちょっと私のほうからは言えないのですけれども、あしたその辺については協議をする

という予定になっております。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 減免措置に対する利用者への全員の無料券を配ったらいいのでないかという

お話でありました。それも一つの方法ではあるのだというふうに思います。ただ、私ども

考えるには、やはりお年寄りと障がい者の健康増進ということでありますから、まず意識

を持ってもらわないとならないということは一つあります。それと同時に、無料券をただ

全員に配るということになると、拒否される方も現実はいます。住民の中に私は使わない

のに何でこんなの送ってくるのだという方が中にはいらっしゃいます。現実には、福祉灯

油のやつでも、実は私対象になるのだけれども、要りませんという方もいらっしゃいまし

た。そういう面では、全員に配るということが果たしていいのかどうかということになる

と、やはりそこは該当者、その施設、施設によって利用者違いますから、その利用者にや

はり限定というか、利用者が恣意的にその利用権を自分で取得して使ってもらうというの

が私は健康増進にとってはいいのではないかな。特に健康増進という意識調査からすれば、

そういう方向で持っていきたいなというふうに思っています。当然申請はしたけれども、

時間かかるということでは決してだめなので、ここはリアルタイムに発行しようというこ

とで今取り組みをさせていただいていまして、申請したらすぐそこで、その場で発行でき

るような体制づくりをぜひしたいなというふうに思って、今関係課にはそういうことでお

話をさせていただいているところであります。今利用実績10％しか利用者いないというこ

とでありまして、大変それも少ないということでありまして、ぜひこの制度を中心にして

お年寄りと、ひきこもりのないように、特に外へ出ていろんな運動をしてもらいたい、い

ろんな体と健康、心の健康も含めて利用者が町外に出る、家から出るという取り組みにぜ

ひこの制度を活用していきたいと思っています。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 町長に最後答弁いただいて、また質問というのは申しわけございませんけれ

ども、私そのとおりだと思うのです。だから、今言われた現状と今の受ける側の考え方も
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なるほど、そのとおりだなと思いますけれども、そうするとあと残された方法は、ここで

議決された場合には広くあまねく詳しく町民に、特に該当者に対しては広報、説明をきち

っとして、最初の趣旨である、やっぱり一人でも多くの人が出てきて健康増進のために総

合スポーツセンター、それからパークゴルフ場だとか、少しでも体を動かして頑張ってい

ただきたいと、その辺の趣旨を、やっぱり残される道はあと広報で漏れなく。積極的に担

当職員も含めて一人でも多く交付して、二度手間、三度手間にならないようにひとつ頑張

っていただきたいと。 

 それで、あと最後に、先ほど説明の中で個人情報の問題、私の発言とちょっと趣旨が違

ったのですけれども、発券だとか受け付けは当然行政が、これは個人情報で委託するわけ

にいかないし、個人にしてしまって、情報管理が大変ですけれども、ただそのカード交付

された人が実際に施設を利用したときに、それを今度は当然料金収拾したり施設運営管理

したりするほうは無料の人と、それから有料の人と全部把握しなければならない。そこの

段階でも当然、今言ったようは発券者、無料の人、障がい者、そうしたら区別できるわけ

です、極端な話言うと。そこからの情報が、あの人は実際見た目は若いけれども、65過ぎ

ているのだよとか、あの人は障がい、１級から何級まであるか知りませんけれども、そう

いう話が出てこないように、やっぱり受託者に対して行政側としてきちっとした経営だと

かの指導、教育が必要でないだろうかという話、その辺はきちっと考えられているのかと

いう質問なのですけれども。だから、情報漏れると困るから、末端の使用するほうもそれ

を把握するわけですから、料金収拾かかわるわけですから、その辺をきちっとしておかな

いと、今本当に個人情報だとかいろんな機密保護法でいろんな問題ありますけれども、と

にかく行政の施設から行政側の委託したところから出たとなったときの対応が大変でない

だろうかということです。ちょっと老婆心ながら思ったもので、その１点だけ最後に考え

方だけ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 個人情報保護の、いわゆる扱いの関係でございますので、私のほうから

も先ほどの関連もございますので、ご説明をさせていただきたいと思います。 

 まず１点、ただいまのご質問にかかわりましては、通常有料の方が現在全員ですよとい

う中にあって、今後は有料と無料との特定の差が出ますと。これは、申請者の方は十分ご

承知で、また委託を受けている受託者の方もそれは利用証を見れば判断できるということ

で、ただおっしゃっている意味はその利用証が違う第三者に情報が漏れることに関してや

はり細心の注意を払うべきだろうという１点だと思います。 

 最初に先ほどの申請行為のことでいろいろ話ございましたけれども、まず１点は、おわ

かりいただきたいのは、確かに全員の方に通知を送って利用証を発給するのもいいのであ

りますけれども、申請行為によると、その条件として、いわゆる利用する条件にあっては

利用証の提示ということが当然申請行為の条件として付されますので、申請する方は利用
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証を見せることについては、いわゆる係の方にお見せすることについては自分の情報につ

いてはよろしいでしょうというある面では本人同意だということで捉えておりますので、

申請という部分についての扱いはそういうことでも範囲にあるということでご理解をまず

１点していただきたいのと、もう一点は、先ほどのおっしゃったとおり、誰であろう、第

三者に対する情報の提供してはならないということが先ほどの個人情報保護条例でもそう

ですし、これが特例として本人の利益になる場合ということでご提案申し上げたときのご

説明のとおりでございますので、このことについては指定管理におきましても制度にかか

わっては、選定の内容におきましてはその旨受託者に対しては情報の保護という部分につ

いてはるる説明してきてございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 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。 

 

    ◎日程第１２ 議案第６８号 

〇田村議長 日程第12、議案第68号 浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例

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。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 議案第68号 浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例の

一部改正について。 

 浦幌町立保育園の設置及び保育の実施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25年12月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例の一

部を改正する条例。 

 本条例の提案内容につきましては、条文の朗読を省略させていただき、議案説明資料に

より説明いたします。説明資料の11ページをごらん願います。改正の趣旨につきましては、

租税特別措置法（昭和32年法律第26号）の改正に伴いまして、当該条例条文の引用先が変
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更となることから改正を行うものでございます。 

 改正の内容につきましては、本条例において租税特別措置法の条文を引用していますが、

租税特別措置法の改正により引用文が一部改正されたことから当該条文について改正する

ものでございます。 

 なお、当該条例の改正は、租税特別措置法による租税の減免等の改正に伴い、保育園徴

収金基準額の保育料算定の規定にかかわる所得税額算定の控除適用外について改正を行う

ものでありますが、租税特別措置法の引用条文の一部が改正になりましても、従前からこ

の引用条文につきましては所得税額算定の控除適用外としているものでありますので、現

況の保育料の算定に影響を及ぼすことはございません。 

 施行期日につきましては、この条例中、第１条の規定は法の施行日である平成26年１月

１日から、第２条の規定は同じく法の施行日である同年４月１日からでございます。 

 新旧対照表につきましては、説明資料12ページから13ページに記載しておりますので、

ご参照願います。 

 以上で説明を終わりますので、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） 

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６９号 

〇田村議長 日程第13、議案第69号 浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関す

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。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 議案第69号 浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関する

条例の一部改正について。 

 浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施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25年12月２日提出、浦幌町長。 
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 次のページをごらん願います。浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関する条

例の一部を改正する条例。 

 本条例の提案内容につきましては、条文の朗読を省略させていただき、議案説明資料に

より説明いたします。説明資料の14ページをごらん願います。改正の趣旨につきましては、

租税特別措置法（昭和32年法律第26号）の改正に伴いまして、当該条例条文の引用先が変

更となることから改正を行うものでございます。 

 改正の内容につきましては、本条例において租税特別措置法の条文を引用しております

が、租税特別措置法の改正により引用文が一部改正されたことから当該条文について改正

するものでございます。 

 なお、当該条例の改正は、租税特別措置法による租税の減免等の改正に伴い、保育園徴

収金基準額の保育料算定の規定にかかわる所得税額算定の控除適用外について改正を行う

ものでありますが、租税特別措置法の引用条例の一部が改正になりましても、従前からこ

の引用条文につきましては所得税額算定の控除適用外としているものでありますので、現

況の保育料の算定に影響を及ぼすことはございません。 

 施行期日につきましては、条例中第１条の規定は法の施行日である平成26年１月１日か

ら、第２条の規定は同じく法の施行日である同年４月１日からでございます。 

 新旧対照表につきましては、15ページから16ページに記載しておりますので、ご参照願

います。 

 以上で説明を終わりますので、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。 

 

    ◎日程第１４ 議案第７０号 

〇田村議長 日程第14、議案第70号 浦幌町老人福祉施設等費用徴収条例の一部改正につ

いてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 
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〇熊谷保健福祉課長 議案第70号 浦幌町老人福祉施設等費用徴収条例の一部改正につい

て。 

 浦幌町老人福祉施設等費用徴収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12月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町老人福祉施設等費用徴収条例の一部を改正する条

例。 

 浦幌町老人福祉施設等費用徴収条例（平成12年浦幌町条例第８号）の一部を次のように

改正する。 

本条例の提案内容につきましては、条文の朗読を省略させていただき、議案説明資料によ

り説明いたします。説明資料の17ページをごらん願います。改正の趣旨につきましては、

租税特別措置法（昭和32年法律第26号）の改正に伴いまして、当該条例条文の引用先が変

更となることから改正を行うものでございます。 

 改正の内容につきましては、本条例において租税特別措置法の条文を引用しております

が、租税特別措置法の改正により引用文が一部改正されたことから当該条例について改正

するものでございます。 

 なお、当該条例の改正は、租税特別措置法による租税の減免等の改正に伴い、老人福祉

施設に入所している方の扶養義務者から徴収する費用徴収基準額算定の規定にかかわる所

得税額算定の控除適用外について改正を行うものでありますが、租税特別措置法の引用条

例の一部が改正になりましても、従前からこの引用条文につきましては所得税額算定の控

除適用外としているものでありますので、現況の扶養義務者徴収金の算定に影響を及ぼす

ことはございません。 

 施行期日につきましては、平成26年１月１日からでございます。 

 新旧対照表につきましては、18ページに記載しておりますので、ご参照願います。 

 以上で説明を終わりますので、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。 
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    ◎日程第１５ 議案第７１号 

〇田村議長 日程第15、議案第71号 浦幌町介護給付・予防給付に係る利用者負担金の助

成に関する条例及び浦幌町障害福祉計画・障害者計画策定審議会設置条例の一部改正につ

いてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 議案第71号 浦幌町介護給付・予防給付に係る利用者負担金の助成

に関する条例及び浦幌町障害福祉計画・障害者計画策定審議会設置条例の一部改正につい

て。 

 浦幌町介護給付・予防給付に係る利用者負担金の助成に関する条例及び浦幌町障害福祉

計画・障害者計画策定審議会設置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12月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町介護給付・予防給付に係る利用者負担金の助成に

関する条例及び浦幌町障害福祉計画・障害者計画策定審議会設置条例の一部を改正する条

例。 

 本条例の提案内容につきましては、条文の朗読を省略させていただき、議案説明資料に

より説明いたします。説明資料の19ページをごらん願います。改正の趣旨につきましては、

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）の一部改正に伴い、関係条例の整備を行うもの

です。 

 改正の内容につきましては、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉

施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律が施行され、障害者自立支援法（平成17年

法律第123号）にかわる新たな法律として一部改正の形式をとっていますが、障がい者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律として規定されましたことから、当該

法律を引用している関係条例の整備を行うものです。一部を改正する関係条例につきまし

ては、浦幌町介護給付・予防給付に係る利用者負担金の助成に関する条例及び浦幌町障害

福祉計画・障害者計画策定審議会設置条例でございます。 

 なお、このたびの条例の改正に当たっては、当該条例が引用している法律の題名が改め

られたものであるため、当該条例の内容等には変更はございません。 

 施行期日につきましては、公布の日からの施行でございます。 

 新旧対照表につきましては、20ページから22ページに記載しておりますので、ご参照願

います。 

 以上で説明を終わりますので、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。 



- 40 - 
 

（「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１６ 議案第７２号 

〇田村議長 日程第16、議案第72号 浦幌町後期高齢者医療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。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 議案第72号 浦幌町後期高齢者医療に関する条例の一部改正につい

て。 

 浦幌町後期高齢者医療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25年12月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開きください。浦幌町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条

例。 

 浦幌町後期高齢者医療に関する条例（平成19年浦幌町条例第22号）の一部を次のように

改正する。 

 本条例の提案内容につきましては、条文の朗読を省略させていただき、議案説明資料に

より説明いたします。説明資料の23ページをごらん願います。新旧対照表につきましては、

24ページに記載しておりますので、ご参照願います。 

 １、改正の趣旨、地方税法の一部を改正する法律（平成25年法律第３号）が公布され、

延滞金の割合が改正されたことに伴い、浦幌町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正

するものです。 

 ２、改正の内容、改正項目、延滞金の割合の特例、条項番号、附則第３条、改正内容に

つきましては特例基準割合、この割合につきましては財務大臣が告示する率（貸出約定平

均金利）に１％を加算した割合でございます。年14.6％の割合については、この特例基準

割合に年7.3％を加算した割合とし、年7.3％の割合については特例基準割合に年１％を加

算した割合とするものでございます。 

 ３、施行期日につきましては、平成26年１月１日でございます。 

 この改正の内容につきましては、第３回町議会臨時会におきまして浦幌町税条例の一部

改正について議決をいただきました延滞金の割合等の特例に関する改正内容と同様のもの

でございます。 
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 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１７ 議案第７３号 

〇田村議長 日程第17、議案第73号 浦幌町介護保険条例の一部改正についてを議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 議案第73号 浦幌町介護保険条例の一部改正について。 

 浦幌町介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成25年12月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開きください。浦幌町介護保険条例の一部を改正する条例。 

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

 本条例の提案内容につきましては、条文の朗読を省略させていただき、議案説明資料に

より説明いたします。説明資料の25ページをごらん願います。新旧対照表につきましては、

26ページに記載しておりますので、ご参照願います。 

 １、改正の趣旨、地方税法の一部を改正する法律（平成25年法律第３号）が公布され、

延滞金の割合が改正されたことに伴い、浦幌町介護保険条例の一部を改正するものです。 

 ２、改正の内容、改正項目、延滞金の特例、条項番号、附則第６条、改正内容につきま

しては、特例基準割合、この割合につきましては財務大臣が告示する率（貸出約定平均金

利）に年１％を加算した割合でございます。年14.6％の割合については、この特例基準割

合に年7.3％を加算した割合とし、年7.3％の割合については特例基準割合に年１％を加算

した割合とするものでございます。 

 ３、施行期日につきましては、平成26年１月１日でございます。 

 この内容につきましても、第３回町議会臨時会におきまして浦幌町税条例の一部改正に

ついて議決をいただきました延滞金の割合等の特例に関する改正内容と同様のものでござ
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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１８ 議案第７４号 

〇田村議長 日程第18、議案第74号 浦幌町給水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。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 議案第74号 浦幌町給水条例の一部改正について。 

 浦幌町給水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12月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。浦幌町給水条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町給水条例の一部を次のように改正する。 

 本条例案の提出内容につきましては、別表の条文の朗読を省略させていただきまして、

議案説明資料に基づき説明をさせていただきます。議案説明資料27ページをお開き願いま

す。初めに、改正の趣旨でございますけれども、簡易水道事業につきましては、施設の維

持管理費の節減を図りながら財政運営をしてきたところでございます。現在の水道料金は、

平成22年４月１日から平成26年３月31日までの４年間としており、このたび浦幌町上下水

道事業審議会に水道料金の料金改定について諮問いたしました。10月31日に開催された同

審議会において、消費税が８％になるなど簡易水道会計の財政運営は依然厳しい状況であ

りますが、現在の経済情勢やライフラインとしての普及率の向上、個人的負担を鑑み、料

金値下げを諮問し、審議いただきました。２回にわたる審議会の結果、11月５日付で基本

料金については現行の消費税５％に消費税増税分の３％を転嫁した後、一律平均10％を減

額する。超過料金については、現行の消費税増税分５％に消費税増税分の３％を転嫁した

後、一律３％を減額し、料金は据え置きとするとの答申を受けましたので、次のとおり改
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正を行うものでございます。 

 ２、改正の内容でございます。用途別に基本料金の改定につきましてはご説明させてい

ただきますが、水量及び超過料金につきましては現行と変更はございません。家庭用につ

きましては、現行８立米、2,150円が改定後2,000円、超過料金、１立米当たり240円。営業

用、現行20立米、5,160円が改定後4,780円、超過料金240円。団体Ａ用、現行、20立米、5,160円

が改定後4,780円、超過料金240円。団体Ｂ用、現行、30立米、8,200円が改定後7,600円、

超過料金240円。工業用、現行100立米、２万3,980円が改定後２万2,200円、超過料金230円。

浴場営業用、現行、100立米、１万2,760円が改定後１万1,810円、超過料金220円。鑑賞・

臨時用、現行、10立米、3,630円が改定後3,360円、超過料金550円。営農用、現行、20立米、

3,500円が改定後3,240円、超過料金170円となり、消費税増税分３％を除くと、現行料金と

の実質改定率は平均７％の減額となるものでございます。新旧対照表につきましては、28ペ

ージに記載してございますので、ご参照願います。 

 ３、施行期日は、平成26年４月１日から施行するものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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 ただいま水道料金の条例改正について提出された中で何点かを伺っておきた

いと思います。 

 この条例に至るまでには、水道の審議会で十分な答申を受けてのことだと思われますが、

審議会ではどのような意見があったのか。また、期間については、これは明記されていな

いわけですけれども、いつごろまでなのかお聞きしたいと思います。 

 もう一点、今回のこの条例改正に当たって、実質７％の値下げ、これによる町の財源的

な負担というのはどのぐらいになるのかお示しをいただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 今２点ほどご質問あったかと思います。 

 まず、第１点目の審議会の話された内容というか意見というか、そういうことと、あと

は水道料金の設定期間ということだと思います。まず先に、水道審議会なのですが、上下

水道審議会は８月と10月に２回開催してございます。審議委員さんについては15名という

ような委員さんでございます。第１回目は、町のほうからは下水道、個別排水、簡易水道

会計の収支状況、あと推計、それと過去の改定料金の変遷、あと十勝管内の水道料金の比

較などを説明いたしました。意見といたしましては、上水道と簡易水道の違いですとか、

あと水道料金や下水道料金がなぜ一番高いのかという理由、それとか水道料金が高いので

下げてほしいというような意見がございました。第２回目、10月なのですが、これにつき

ましては町のほうからは今言った３会計の財政推計の説明をまずいたしまして、使用料金

の値下げに係る改定についての内容を説明いたしまして、諮問しました。意見といたしま
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しては、水道料金に消費税３％を転嫁するが、改定により実質料金が下がることについて

の理由ですとか、あと消費税が逆に５％のままだったらどうなのかとか、あとまた今後10％

に消費税がなった場合には、その場合はどうするのかということですとか、あと水道料金

改定の期間については、定めはどうなのかということもございました。今後給水人口が減

れば、あとは使用料金については再度値上げするのかなど、あと高齢者の使用水量の少な

い世帯についての配慮についてはどうだという意見もございました。それで、また期間に

ついてなのですが、前回の改正が平成22年４月からで、26年３月31日末としてございます。

水道料金の設定期間につきましては、条例等で定めるものではなく、前回も定めてはおり

ません。特に何年ということではありませんが、日本水道協会の要領では経済情勢や需要

予測を勘案し、おおむね３年から５年を基準としているということでございます。審議会

の中でも期間につきましては議論がございました。それで、答申書の附帯意見で事業の運

営に大きな影響を与える経済状況の変動が起きない限り、おおむね26年度から29年度まで

の４年間とすることが望ましいと答申を受けておりますので、重視したいと思っておりま

す。 

 もう一点、財政負担についてです。財政負担なのですが、まず使用料金収入における11月

末現在の件数なのですが、家庭用は1,621件、営業用は140件、営農用が209件、それ以外が

348件ございまして、総計で2,318件になってございます。今回の給水条例の改正で消費税

増税分の３％を転嫁した後、一律平均10％値下げすると、試算といたしましてはおよそ年

間で520万円程度の減額になるかとは思います。使用料の減額につきましては、一般会計の

繰入金を補填するということになります。 

 以上です。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 今担当のほうから詳しく説明いただいたわけでございますけれども、来年４

月から消費税が８％になる。そういった中で、今詳しく説明していただいたように、実質

７％の減額になろうかなと思います。そういった中で、先ほど説明いただいたように、答

申の中で何点か審議会の中より話あった中で、やはり高齢者に対する配慮というものがど

のように今後もされるのかなという思いもあるので、最後にちょっと町長のほうにも伺っ

ておきたいと思いますけれども、先ほど説明の中にもありましたように、高齢者に対する

配慮といいますか、大変厳しい中ではございますけれども、先ほどの計算の中では年間

240万ほどの負担になろうかと思いますけれども、我が町においても30億を超える預金がで

きる状況になった今、町内においてもおおむね98％を超えるような使用が見込まれる中で、

高齢者に対する配慮というものをもう少し基本となる８トンから、例えば５トン、４トン

というような今後検討される考えあるのかないのかを最後に伺って終わりたいと思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 
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〇水澤町長 今二瓶議員のほうから高齢者対策といいますか、特に使用料の少ない世帯に

対する基本水量の８トンということについてのお話だと思います。私どももこの改定に当

たりまして、その辺の一応考慮をさせていただきました。今十勝管内全体見ましたところ、

大体18町村の中で今８トンの基準水量を置いているところは15町村であります。あと３町

が８トン以外ということでありまして、１町が10トンというところがありますし、１町は

ゼロというところもあります。基本的には、圧倒的に８トンに基準水量を置いているとこ

ろが多いということであります。基本水量の考え方といいますと、私どももそうなのです

けれども、基本的には施設をどのように構築していくかということで、この施設費用とし

て基準水量を置いているという考え方であります。使う人も使わない人も基準的に施設の

維持、そして新たに施設整備、そういうものを構築していくためには、やはり基本水量を

しっかり広く世帯に負担していただくという考え方の中で基準水量を置いているというこ

とでありまして、浦幌町としても十勝管内はそういう状況でありますので、基準水量の考

え方は８トンということでそういう動きをさせていただいたということであります。 

 できるだけ、消費税も３％上がるということでありますから、ふだんはこの消費税につ

いては国の制度でありますから、当然上げなければならないということで、３％を加算し

ていただいた中で８％にして、なおかつ10％を下げさせていただくということであります。

特に水道料金については、全世帯98％をカバーさせていただいているということになりま

して、まさにライフラインというふうな性格であります。そういう面で、今基本単価と供

給単価の差はありますけれども、ここはやはりライフラインということで、一般財源もそ

の中に盛り込みながら町民全体の水道料金の値下げを図っていくという感覚の中でさせて

いただいたところであります。そういう意味では、審議会の皆さんにもその旨をお諮りい

ただいて、賛同いただいたと、諮問をいただいたという状況になっていることもご理解を

いただきたいと思います。 

 基本料金の考え方については、やはり広く浅くといいますか、浅くという、８トンが正

しいということではありませんけれども、施設を維持管理するという意味では、どうして

も基本料金を設定していかなければならないだろうという考えの中で、今８トンを維持さ

せていただいたということでありますので、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） 
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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。 

 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 １時５７分  休憩 

午後 ２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１９ 議案第７５号 

〇田村議長 日程第19、議案第75号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 議案第75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25年12月２日提出、浦幌町長。 

 記、１、公の施設の名称及び位置、名称、浦幌町模範牧場、位置、浦幌町字十勝太187番

地４ほか。 

 ２、指定管理者の住所及び氏名、十勝郡浦幌町字南町６番地の21、株式会社希興代表取

締役、三宅英彰。 

 ３、指定期間、平成26年４月１日から平成31年３月31日まで。 

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

案説明資料29ページと、追加資料として提示させていただきました議案第75号から77号公

の施設の指定管理者の指定にかかわる補足説明等の資料をごらんいただきます。 

 ここで申しわけございませんが、資料の訂正をお願いいたします。お手元の議案第75号

から77号公の施設の指定管理者の指定にかかわる補足説明等の追加資料、５ページをお開

き願います。このページ上段から７行目の４、施設の役割についてという項目から順番に

５、６、７と続いておりまして、その次、管理運営の体制づくり・過去の実績についての

頭に８が抜けておりますので、そこに８番を付していただきまして、申しわけありません

けれども、訂正をお願いいたします。大変お手数を煩わせまして申しわけございませんで
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した。 

 それでは、ただいま訂正をいただきました追加資料のトップページ、１ページをごらん

願います。１項目めの選定委員会からの意見の取り扱いについてでございます。行財政改

革プラン2011におきまして、従前の指定管理者制度運用指針の見直しを行い、指定管理者

制度の導入をする際の基本的な考え方や事務全般に関する統一的な基準等を定めた運用に

関する指針を策定することとしていました。その新たな指針、浦幌町指定管理者制度運用

ガイドライン（第２版）を本年４月に策定し、選定基準に関する標準例が定められました。

従前の審査基準は７項目程度を設定しましたが、標準例の審査基準は23項目あり、より質

の高い審査となるように改めました。また、昨年度までは選定基準に従い総合的に評価し

て指定管理者候補を決定していましたが、今年度からは最低基準（評価点の合計が満点の

10分の６）、６割を設定した中で選定委員会委員全員の評価点の合計点が最も高い申請者を

指定管理者の候補者として選定する点数評価方式としました。具体的には、各選定委員が

審査基準ごとに評価ランクＡからＦまでの６段階評価を行い、各審査基準の配点に評価ラ

ンクごとに設定している評価ケースを乗じて得た額を評価点としました。このため、選定

委員ごとに評価ランクの優劣に差が生じます。例えば１人目の委員は、ある審査基準をＡ

と評価しておりますが、２人目の委員がＤと評価する場合もあり得ます。委員個々の判断

で評価していくため、このたびの各選定委員会の報告書から選定委員会の総意としての補

足説明や意見等の取りまとめは行わず、審査基準ごとの評価点の合計のみの報告となりま

した。従前の選定基準は、選定委員会において申請書類の審査及びヒアリングを実施し、

選定基準に従い総合的に評価していて、その結果に基づき町が指定管理者の候補者として

選定したものに対しまして、今年度からの選定基準につきましては選定委員会において申

請書類の審査及びヒアリングを実施し、選定基準に従い総合的に評価して選定委員会全員

の評価点の合計が最も高い申請者を指定管理者の候補者として選定することになりまし

た。ただし、提出されました全ての提案が基準（評価点の合計が満点の10分の６）、６割を

満たさないと判断した場合は、指定管理者の候補者を選定しない場合があるという内容で

ございます。以上、選定委員会の指定管理者候補者の選定方法の変更につきまして、まず

初めにご説明をさせていただきました。 

 それでは、本題の浦幌町模範牧場の指定管理者につきまして説明をいたします。議案説

明資料29ページをお開き願います。まず、１、選定に当たってでございます。浦幌町模範

牧場の管理運営に当たっては、長期的な視点に立った継続的な事業運営や人材育成、特殊

なノウハウや専門性が要求されることや利用者との継続的な信頼関係を構築することが重

要であるため、浦幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条第１項

の規定により、非公募による選定を行うこととし、指定管理者に提案者として指名いたし

ました。選定委員会において、申請書類の審査及び提案事業者から聞き取り調査などを行

い、選定基準に従い総合的に評価しました。町はその結果を踏まえ選定したところであり

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

指定期間について事業の継続性、安定性の観点から３から５年を原則としています。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期間を最長の５年間としたところでございます。 

 ３、指定管理料でございます。５年間で2,800万円、募集要項で示した上限額は2,803万

円でありました。 

 ４、選定の理由。選定に当たって、選定基準に従い22項目を評価したところ、1,495点で

最低基準である６割の1,200点を上回ったため、指定管理の候補者として選定したところで

あります。集計結果は、次のページに記載のとおりでございますので、ごらんおき願いま

す。 

 ５、選定委員会の概要でございます。選定委員会につきましては、副町長を委員長とし、

有識者２名、利用者側２名、総務課長、まちづくり政策課長、教育次長の８名で構成して

おります。第１回の選定委員会は、平成25年９月13日に開催し、浦幌町模範牧場指定管理

者募集要項及び指定管理業務仕様書の審査並びに現指定管理者の実績等のヒアリングを行

っております。第２回目の選定委員会は、平成25年11月14日に開催し、申請者のプレゼン

テーション及び事業計画書の疑義内容等の確認を行い、書類審査、ヒアリング審査を実施

いたしました。その後、審査ごとの評価を各委員がそれぞれ採点作業を行い、その評点を

集計し、指定管理者候補者を決定したところであります。 

 また、指定管理者候補者からの提案内容につきましては、追加資料、議案第75号から第

77号公の施設の指定管理者の指定に係る補足説明等の２ページから３ページに記載のとお

りでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第75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７６号 
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〇田村議長 日程第20、議案第76号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 議案第76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25年12月２日提出、浦幌町長。 

 記、１、公の施設の名称及び位置、名称、浦幌町森林公園、位置、浦幌町字東山町14番

地１ほか。 

 ２、指定管理者の住所及び氏名、十勝郡浦幌町字万年358番地５、有限会社レアス代表取

締役、竹田悦郎。 

 ３、指定期間、平成26年４月１日から平成31年３月31日まで。 

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

案説明資料31ページをお開き願います。浦幌町公の施設の指定管理の指定（浦幌町森林公

園）に関する説明資料。１、選定に当たってでございます。浦幌町森林公園の指定管理者

の選定に当たっては、公募を実施し、選定委員会において申請書類の審査及び提案事業者

から聞き取り調査などを行い、選定基準に従い総合的に評価しました。町は、その結果を

踏まえて選定したところであります。 

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

定期間について、事業の継続性、安定性の観点から３から５年を原則としています。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期間を最長の５年間といたしました。 

 ３、指定管理料でございます。平成26年度から５年間分でございますが、5,636万5,000円、

募集要項で示した上限額と同額でございます。 

 ４、選定の理由。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、1,598点

で選定委員会委員全員の評価点の合計が最も高く、かつ最低基準である６割の1,200点を上

回ったため、指定管理者の候補者として選定したところであります。集計結果は、次のペ

ージのとおりでございます。内容につきましては省略させていただきます。 

 ５、選定委員会の概要でございます。選定委員会につきましては、副町長を委員長とし、

有識者２名、利用者側２名、総務課長、まちづくり政策課長、教育次長の８名で構成して

おります。第１回選定委員会は、平成25年９月13日に開催し、浦幌町森林公園指定管理者

募集要項及び指定管理業務仕様書の審査並びに指定管理者の実績等のヒアリングを行って

います。第２回目の選定委員会は、平成25年11月14日に開催し、申請者２社のプレゼンテ

ーション及び事業計画書の疑義内容等の確認を行い、書類審査、ヒアリング審査を実施い
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たしました。その後、審査基準ごとの評価を各委員それぞれが採点作業を行い、その評点

を集計し、指定管理者候補者を決定したところであります。また、平成25年８月26日発行

の町広報紙９月号、10月４日に町ホームページによりそれぞれ指定管理者の公募により選

定する旨の内容について掲載、周知を行っております。募集要項等の配付期間は、10月４

日から11月１日までとし、10月４日から10月18日までの期間を質問受け付け期間としてお

りましたが、この間の質問は９項目ありました。10月18日に管理業務等説明会を実施して

おります。説明会には２社参加があり、結果として申請書提出期限の11月１日までに申請

書の提出があったのは２社でございました。 

 最後になりますが、指定管理者候補者からの提案内容につきましては、追加資料、議案

第75号から第77号公の施設の指定管理者の指定に係る補足説明等の４ページから６ページ

に記載のとおりでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ９番、河内議員。 

〇河内議員 ただいま説明をいただいたのですけれども、この選定基準、内訳、これ出て

おりますけれども、最終合計的には３点の違いしかなかったと。これは、もうほとんど差

がないのに等しいと認識せざるを得ないわけですけれども、総じて点数、評価が低かった。

この辺のことに対して、やはり今後できるところは改善を求めていかなければならないと

思うわけですが、その辺の考え方についてどのようなことを考えているか。 

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 点数が、今回の場合ですと最終的には候補者が79.9％、一番

いい場合は100％なのですけれども、79.9ですからほぼ８割の配点を受けているということ

です。それで、新しいアウトライン、指定管理の指針の関係ですけれども、一応Ａ、Ｂ、

Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆというランク分けにしまして、Ａにつきましては非常にすぐれている、高

度の能力を有しているということで評価計数が1.0。例えばＣにつきましては平均的であ

る、浦幌町の想定する提案の範囲内であるということで0.6を掛ける。６割をとれば合格点

ですよということで、今回の評点のつけ方につきましては、基本としてはＢランクの0.8で、

基準として0.8を考えてほしいと。それで、それよりも落ちる場合についてはそれ以下の点

数、それよりよければＡランクというような最初の申し合わせがございましたので、そう

いう意味では1.0というふうにつけば一番いいのですけれども、0.8を基準にしているとい

うようなこともありましたので、結果的には大体８割程度の評点になっているというふう

に考えております。 

〇田村議長 ９番、河内議員。 

〇河内議員 その考え方も確かに評価の基準的なものとして一定の考え方を持って評価し

ているということで、それはそれで理解できるわけですが、やはり例えば同じ業者が、今
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回レアスですか、これを受けたということで、こういったものに対しては常に向上心を持

って改善をしていただくということであれば、その項目的なところで低い評価をしたとこ

ろについては、やはり改善を求めていくという姿勢が私は大事でないかな。よりこの点数

を総合的なものを高めていくということでの私の考え方なのですけれども、どうでしょう

か。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 今ご指摘の関係でございますが、今回２つの候補者があったということで、

それらの比較も含めてそれぞれ点数がつけられたのかなというふうに思っております。こ

の中で財政的な能力というところで、団体の財務状況は健全かというところでいきますと、

候補者はＡ団体よりも低いという部分については、Ａ団体については非常に大きな会社と

いうことで、財務状況も非常にいいという中でこういう差はついたのかなというふうに思

います。一般的に候補者の50点台という点数見ますと、指定管理に関する基本的な点数が

非常に低いなというふうに、それぞれ出された中で感じております。指定管理者制度を理

解し地域への貢献に関する考え方や取り組みは適切かという部分について50点台ですと

か、最も大事な運営方針、理念、考え方は適切かという意味でも50点ということで、この

辺が非常にそういう意味では候補者については点数が低いかなというふうに感じておりま

して、やはりこれはＡ団体と言われる会社については、浦幌町内の会社ではございません

けれども、非常に全国的に指定管理者等をやられているという中では実績等を踏まえてか

なりな会社ということですから、当然いろんな施設の考え方等についても開きが出てきた

のかなと感じています。ただ、これら基本的な考えについては、やはり指定管理者という

制度をもっともっと地元の業者さんにも理解していただくように努めていきたいなという

ふうに思っております。 

 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76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２１ 議案第７７号 

〇田村議長 日程第21、議案第77号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 議案第77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25年12月２日提出、浦幌町長。 

 記、１、公の施設の名称及び位置、名称、浦幌町留真温泉、位置、浦幌町字留真177番地

１ほか。 

 ２、指定管理者の住所及び氏名、東京都千代田区外神田２丁目18番８号、株式会社共立

メンテナンス代表取締役、佐藤充孝。 

 ３、指定期間、平成26年４月１日から平成29年３月31日まで。 

 提案の内容の説明に入る前に、株式会社共立メンテナンスの会社概要につきまして報告

いたします。会社設立は昭和54年、資本金51億3,600万円、平成25年３月末現在の連結売上

高994億7,200万円となっています。主要事業としましては、学生寮、社員寮の運営、ホテ

ル事業、高齢者向け介護つき住宅事業、地方自治体向けアウトソーシング事業などを展開

されています。温浴施設の指定管理業務の実績として、道内では浦河町にあります浦河優

駿ビレッジＡＥＲＵや新篠津村のしんしのつ温泉アイリスの管理運営を行っています。ま

た、道内のホテル事業として帯広市にありますビジネスホテルドーミーインや函館市にあ

りますリゾートホテルラビスタ函館ベイなど12の施設運営をされております。 

 それでは、会社概要の報告を終え、本議案の内容につきまして議案説明書により説明を

させていただきます。議案説明資料33ページをお開き願います。浦幌町公の施設の指定管

理者の指定（浦幌町留真温泉）に関する説明資料。１、選定に当たってでございます。浦

幌町留真温泉の指定管理者の選定に当たっては、公募を実施し、選定委員会において申請

書類の審査及び提案事業者から聞き取り調査などを行い、選定基準に従い総合的に評価し

ました。町は、その結果を踏まえ選定したところでございます。 

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

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

う効果が期待されていますが、当該施設は開業間もなく利用者数等に関する実績が乏しい

ことから指定期間を３年間としました。 

 ３、指定管理料でございます。平成26年度から３年間分でございますが、3,143万円、募

集要項で示しました上限額は3,281万8,000円でありました。 
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 ４、選定の理由。選定に当たって、選定基準に従い23項目を評価したところ、1,706点で

最低基準である６割の1,200点を上回ったため、指定管理者の候補者として選定したところ

であります。集計結果は、次のページのとおりでございます。内容につきましては説明を

省略させていただきます。 

 ５、選定委員会の概要でございます。選定委員会につきましては、副町長を委員長とし、

有識者２名、利用者側２名、総務課長、まちづくり政策課長、町民課長の８名で構成して

おります。第１回選定委員会は、平成25年９月13日に開催し、浦幌町留真温泉指定管理者

募集要項及び指定管理業務仕様書の審査並びに現指定管理者の実績等のヒアリングを行っ

ております。第２回目の選定委員会は、平成25年11月14日に開催し、申請者のプレゼンテ

ーション及び事業計画書の疑義内容等の確認を行い、書類審査、ヒアリング審査を実施い

たしました。その後、審査基準ごとの評価を各委員それぞれが採点作業を行い、その評点

を集計し、指定管理者候補者を決定いたしたところであります。また、平成25年８月26日

発行の町広報紙９月号、10月４日には町ホームページによりそれぞれ指定管理者の公募に

より選定する旨の内容について掲載し、周知を図っております。募集要項等の配付期間は、

10月４日から11月１日までとし、10月４日から10月18日までの期間を質問受け付け期間と

しておりましたが、この期間の質問は６項目ございました。10月18日に管理業務等説明会

を実施しております。説明会は１社参加であり、結果として申請書提出期限の11月１日ま

でに申請書の提出があったのは１社でございました。 

 最後になりますが、指定管理者候補者からの提案内容につきましては、追加資料、議案

第75号から第77号公の施設の指定管理者の指定に係る補足説明等の６ページから８ページ

に記載のとおりでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第77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７８号 

〇田村議長 日程第22、議案第78号 平成25年度浦幌町一般会計補正予算を議題といたし
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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78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９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３億4,431万3,000円を追加し、歳入歳

出の総額を歳入歳出それぞれ75億8,249万9,000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。 

 （繰越明許費） 

 第２条 繰越明許費の追加は「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （債務負担行為） 

 第３条 債務負担行為の追加は「第３表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債） 

 第４条 地方債の変更は「第４表 地方債補正」による。 

 平成25年12月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略をさせて

いただきます。 

 ４ページをお開き願います。第２表、繰越明許費補正、追加でございます。２款総務費、

１項総務管理費、事業名、役場庁舎耐震・防災改修事業、金額６億8,870万円は、説明資料

35ページから36ページに記載のとおり、工事費及び管理委託料における平成26年に繰り越

しするものの内容でございます。 

 第３表、債務負担行為補正、追加でございます。事項、浦幌町模範牧場指定管理委託料、

期間、平成26年度から平成30年度までの５カ年間、限度額2,800万円。浦幌町森林公園指定

管理委託料、期間、平成26年度から平成30年度、同じく５カ年間、限度額5,636万5,000円。

浦幌町留真温泉指定管理委託料、平成26年度から平成28年度までの３カ年において、限度

額3,143万円。このことにつきましては、それぞれ更新の内容となるものでございます。 

 第４表、地方債補正、変更でございます。起債の目的、過疎対策事業におきます消防救

急無線デジタル化共同整備事業、補正前限度額880万円を710万円減額し、補正後の限度額

が170万円。このことにつきましては、説明書48ページに記載のとおりでございます。過疎

対策事業におきましては、合計で補正前の限度額３億6,130万円が補正後におきましては３

億5,420万円となるものでございます。緊急防災・減災事業にありましては、役場庁舎耐震・

防災改修事業の内容で、補正前限度額７億210万円が1,960万円を追加し、補正後において

は７億2,170万円。厚内地区避難所等整備事業におきましては、２億7,700万円の補正前限

度額におきましては、補正後2,800万円を追加し、３億500万円。消防救急無線デジタル化
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共同整備事業におきましては、補正前限度額ゼロ円に対しまして２億4,940万円となるもの

で、緊急防災・減災事業の合計額につきましては、補正前９億7,910万円が２億9,700万円

を追加し、補正後においては12億7,610万円となるものでございます。地方債合計におきま

しては、補正前限度額16億2,952万6,000円に対しまして、補正後においては２億8,990万円

を追加し、19億1,942万6,000円となるもので、起債の方法、利率、償還の方法につきまし

てはいずれも補正前に同じでございます。 

 次、６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、１、総括につきまし

ては省略をさせていただき、８ページをお開き願います。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210万円を追加し、１億2,053万4,000円は、２節児童福

祉費負担金で認可保育所保育料180万円、一時保育保育料30万円のいずれも追加でございま

すけれども、説明資料41ページに記載のとおりとなるものでございます。 

 13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金277万8,000円を追加し、１億

2,879万6,000円は、１節障害者福祉費国庫負担金におきまして障害介護給付費国庫負担金

233万6,000円、障害児施設給付費等国庫負担金44万2,000円のいずれも追加の内容で、説明

資料39ページに記載のとおりでございます。 

 ２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金３万2,000円を追加し、588万4,000円は、１節障

害者福祉費補助金で地域生活支援事業補助金に係るもので、説明資料39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175万5,000円を追加し、8,749万

9,000円は、２節障害者福祉費道負担金におきまして、障害介護給付費道負担金116万

8,000円、障害児施設給付費道負担金22万2,000円のいずれも追加の内容で、説明資料39ペ

ージに記載のとおりでございます。４節後期高齢者医療保険基盤安定拠出金につきまして

は36万6,000円の追加で、説明資料40ページに記載のとおりでございます。 

 ９ページに移りまして、２項道補助金、１目総務費道補助金240万円を追加し、287万

9,000円は、１節総務費補助金で地域づくり総合交付金の内容で防災備蓄整備事業にかかわ

るもので、既に予算化措置がされておりますけれども、この予算化されております財源の

対応として道補助金を充当するもので、説明資料35ページに記載のとおりでございます。 

 ２目民生費道補助金51万6,000円を追加し、1,037万5,000円は、１節社会福祉費補助金で

地域づくり総合交付金、高齢者等の冬の生活支援事業50万円、地域生活支援事業１万

6,000円の追加でございますけれども、地域づくり総合交付金につきましては説明資料38ペ

ージに記載のとおり、福祉灯油にかかわります財源措置でございます。 

 ３目衛生費道補助金13万3,000円を追加し、309万円は、１節衛生費補助金で自殺対策緊

急強化事業補助金の内容で、説明資料42ページに記載のとおりでございます。 

 ６目労働費道補助金は、新たな目の内容でございまして、447万円を追加するものでござ

います。１節労働費補助金の内容で緊急雇用創出推進事業補助金で、説明資料43ページか

ら44ページにかけての記載のとおりでございます。 
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 ３項委託金、１目総務費委託金１万2,000円を追加し、2,989万2,000円は、４節統計調査

費委託金で商業統計調査委託金3,000円、農林業センサス調査委託金6,000円、経済センサ

ス調査委託金3,000円で、それぞれの調査にかかわります調査事務事業にかかわる財源とし

てのもので、説明資料38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780万円を追加し、2,200万1,000円は、２節ふるさとづ

くり寄附金で、説明資料36ページから37ページに記載のとおり、寄附金増に伴うものでご

ざいます。 

 17款繰入金、２項１目基金繰入金244万を追加し、１億119万3,000円は、１節基金繰入金

で地域振興基金からの繰入金の内容でございます。雇用促進事業におきます追加144万円と

新規就農者営農促進事業100万円の内容でありまして、説明資料44ページに記載のとおりで

ございます。 

 10ページに移らせていただきます。19款諸収入、３項貸付金元利収入、１目中小企業融

資貸付金元金収入3,000万円を追加し、7,000万円は、１節中小企業融資貸付金元金収入で、

説明資料46ページに記載のとおりでございます。 

 20款１項町債、１目総務債1,960万円を追加し、９億7,622万6,000円は、１節総務債で役

場庁舎耐震・防災改修事業債の内容で、説明資料35ページから36ページにかけて記載のと

おり、消費税増率分にかかわります財源措置でございます。 

 ６目消防債２億7,030万円を追加し、５億9,100万円は、１節消防債で厚内地区避難所等

整備事業債においては2,800万円、消防救急無線デジタル化共同整備事業債におきましては

２億4,230万円で、いずれも説明資料35ページ、そして説明資料47ページから48ページにか

けての記載のとおりでございます。 

 ３、歳出でございますけれども、人件費にかかわりましては、職員の昇格及び被扶養者

の異動等に伴う追加補正の内容でございまして、詳細については説明を省略させていただ

きます。 

 ３、歳出、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費2,002万9,000円を追加し、13億

2,344万7,000円は、３、職員手当等42万9,000円の追加、15節工事請負費1,960万円の追加

につきましては説明資料35ページから36ページにかけて記載のとおり、役場庁舎耐震・防

災改修事業に係ります平成26年に繰り越しにかかわります消費税増率分の内容でございま

す。 

 ３目文書広報費39万9,000円を追加し、559万6,000円は、11節需用費39万9,000円の追加

で、説明資料11ページに記載のとおり、「広報うらほろ」にかかわります印刷製本費の増の

内容であります。 

 ６目財政調整等基金費3,872万2,000円を追加し、２億5,369万7,000円は、25節積立金で

財政調整基金積立金が3,092万2,000円、ふるさとづくり基金積立金は説明資料36ページか

ら37ページに記載のとおり780万円の追加でございます。 

 ７目企画費539万1,000円を追加し、8,864万5,000円は、８節報償費390万円の追加、12節
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役務費149万1,000円の追加で、いずれも説明資料36ページから37ページに記載のとおり、

ふるさとづくり寄附増に伴います事務費の増でございます。 

 10目生活安全推進費64万5,000円を追加し、1,610万4,000円は、11節需用費で防犯灯電気

代にかかわります光熱水費64万5,000円の追加でございます。 

 13目諸費17万9,000円を追加し、4,702万9,000円は、11節需用費５万9,000円におきまし

て十勝太、新養老各コミュニティセンターにおきます電気代の追加でございます。18節備

品購入費12万円の追加は、説明資料37ページに記載のとおり、川上近隣センターのストー

ブ購入にかかわるものでございます。 

 次、12ページをごらんおき願います。２項徴税費、２目賦課徴収費23万6,000円を追加し、

1,543万7,000円は、19節負担金、補助及び交付金で十勝市町村税滞納整理機構負担金の内

容でありますけれども、滞納整理機構への引き継ぎ件数の確定に伴います23万6,000円の追

加で、説明資料37ページに記載のとおりでございます。 

 ５項統計調査費、２目指定統計調査費１万2,000円を追加し、56万円は、11節需用費１万

円の追加、12節役務費2,000円の追加は、それぞれ説明資料38ページに記載のとおりでござ

います。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費811万2,000円を追加し、２億9,926万

3,000円は、12節役務費において12万8,000円の追加につきましては、説明資料38ページの

とおり福祉灯油にかかわります事務経費でございます。13節委託料31万5,000円の追加は、

障害者総合支援システム改修委託料の内容で、説明資料39ページに記載のとおりでござい

ます。20節扶助費795万7,000円につきましては、障害介護等給付費467万3,000円、障害児

通所給付費88万4,000円につきましては、いずれも説明資料39ページに記載のとおり、障が

い者福祉サービス等に係る費用でございます。福祉灯油給付事業給付費240万円の追加につ

きましては、説明資料38ページに記載のとおりの内容でございます。28節繰出金28万

8,000円の更正減は、国民健康保険事業特別会計への繰出金の内容であります。 

 ７目後期高齢者医療費1,037万2,000円を減額し、9,550万円は、19節負担金、補助及び交

付金において療養給付費等負担金の1,023万6,000円の更正減でございまして、平成24年度

後期高齢者医療広域連合市町村納付費負担金の精算に伴うもので、説明資料39ページから

40ページにかけて記載のとおりでございます。次のページに移りまして、28節繰出金13万

6,000円の更正減は、後期高齢者医療特別会計事務費繰出金の確定に伴います62万4,000円

の更正減、また後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金の確定に伴います48万の追加

の内容で、説明資料40ページに記載のとおり平成25年度後期高齢者医療広域連合納付金の

内容であります。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費35万円を追加し、1,553万5,000円は、８節報償費

における追加で出産祝金の内容で、説明資料40ページに記載のとおりでございます。 

 ３目認可保育園運営費364万円を追加し、１億27万7,000円は、７節賃金306万4,000円、

11節需用費57万6,000円の追加は、それぞれ説明資料41ページに記載のとおり、しらかば保
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育園の園児数増加に伴います対応のものでございます。 

 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費15万1,000円を減額し、１億7,646万3,000円は、28節

繰出金において介護保険特別会計への繰出金の更正減でございます。 

 ３目老人ホーム費32万6,000円を追加し、１億9,210万円は、11節需用費における修繕料

の対応で、老人ホーム暖房配管等設備及び冷蔵庫の修繕に伴うもので、説明資料41ページ

から42ページにかけて記載のとおりでございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費265万4,000円を追加し、１億7,792万

円は、11節需用費において消耗品13万円の追加、12節役務費におきまして手数料4,000円の

追加でございますけれども、説明資料42ページに記載のとおり自殺対策緊急強化事業に伴

います事務の内容でございます。14ページをお開き願います。先ほどの目の続きで28節繰

出金252万円の追加でございますけれども、簡易水道特別会計への繰出金の内容でございま

す。 

 ３目環境衛生費13万5,000円を追加し、3,148万1,000円は、13節委託料６万3,000円で、

火葬業務にかかわります委託料で、説明資料42ページに記載のとおりでございます。19節

負担金、補助及び交付金７万2,000円の追加につきましても町外葬斎場使用料補助金の追加

で、説明資料43ページに記載のとおりでございます。 

 ５目医療対策費782万3,000円を減額し、9,309万5,000円は、28節繰出金における浦幌町

立診療所特別会計への繰出金の782万3,000円の更正減でございます。 

 ６目乳幼児等医療対策費250万円を追加し、2,079万5,000円は、20節扶助費におきまして

乳幼児医療にかかわります扶助費で、説明資料43ページに記載のとおり250万円の追加でご

ざいます。 

 ５款労働費、１項１目労働諸費588万7,000円を追加し、1,116万4,000円は、13節委託料

におきます444万7,000円の追加で、緊急雇用創出推進事業委託料の内容でございます。説

明資料43ページから44ページに記載のとおりでございます。19節負担金、補助及び交付金

におきましては、雇用促進事業補助金の144万円の追加でありまして、補助対象者増に伴う

追加でございます。説明資料44ページに記載のとおりでございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費100万円を追加し、5,335万2,000円は、

19節負担金、補助及び交付金で新規就農者営農促進事業補助金の内容で、新規就農認定に

かかわる費用でございます。説明資料44ページに記載のとおりでございます。 

 ２項林業費、１目林業総務費90万7,000円を追加し、1,760万1,000円は、８節報償費87万

2,000円の追加、11節需用費１万2,000円は燃料費の追加、13節委託料はエゾシカ残滓処理

委託料の追加で、いずれも有害鳥獣駆除事業にかかわります追加の内容で、説明資料45ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ２目林業振興費9,000円を追加し、1,985万6,000円は、19節負担金、補助及び交付金にお

いて森林整備担い手対策事業負担金の追加で、説明資料45ページに記載のとおりでござい

ます。 
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 ７款１項商工費、１目商工振興費3,106万8,000円を追加し、１億5,103万8,000円は、３

節職員手当等６万8,000円の追加、19節負担金、補助及び交付金は地場工業等振興補助金の

追加で、説明資料46ページに記載のとおり100万円の追加でございます。21節貸付金につき

ましては、中小企業融資貸付金で融資枠等の拡大によるもので、説明資料46ページに記載

のとおりでございます。 

 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費44万を追加し、2,198万2,000円は、３節

職員手当等14万5,000円、４節共済費2,000円のそれぞれ追加でございます。17節公有財産

購入費29万3,000円の追加につきましては、説明資料46ページに記載のとおり、町道神社通

り用地取得にかかわるものでございます。 

 16ページをお開き願います。４項都市計画費、２目公共下水道費８万円を追加し、２億

2,647万9,000円は、28節繰出金で公共下水道特別会計への繰出金の内容であります。 

 ９款１項消防費、１目常備消防費62万4,000円を減額し、２億829万1,000円は、19節負担

金、補助及び交付金において東十勝消防事務組合負担金本部共通費として17万8,000円、浦

幌消防署費として44万6,000円、いずれも更正減の内容であります。いずれも説明資料47ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ３目消防施設費２億4,227万1,000円を追加し、３億835万円は、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、説明資料47ページから48ペー

ジに記載のとおり２億4,227万1,000円でございますけれども、いずれも参考として東十勝

消防事務組合の浦幌分の予算がございますので、参考として18ページをごらんおき願いま

す。東十勝消防事務組合一般会計予算浦幌町分となってございます。２、歳入、１款分担

金及び負担金、１項負担金、１目消防負担金２億4,164万7,000円を追加する内容でありま

して、１節消防費負担金におきます本部共通費17万8,000円の更正減、消防署費44万6,000円

の更正減が、先ほどのページに戻りまして、１目常備消防費の62万4,000円の更正減の内容

であります。また、18ページに戻りまして、先ほどの消防負担金におきます消防施設費２

億4,227万1,000円が16ページにおきます消防施設費の２億4,227万1,000円の負担金の算出

となるものでございます。 

 10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費218万2,000円を減額し、6,259万6,000円は、

４節共済費における27万の更正減と賃金190万5,000円の更正減でございますけれども、い

ずれも説明資料48ページに記載のとおり、現在厚内小学校におきまして町費負担教員の配

置を見ているところでございますけれども、今般児童の移動がございまして、道費負担金

職員となる内容となったものでございますので、かかわる経費の更正減という内容でござ

います。 

 ３項中学校費、１目学校管理費19万1,000円を追加し、6,054万1,000円、11節需用費11万

5,000円の追加、14節使用料及び賃借料７万6,000円の追加は、中学校２校の教育用コンピ

ューターにおけるフィルタリングソフト使用料の内容でございます。説明資料49ページに

記載のとおりでございます。 
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 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費13万2,000円を追加し、6,410万3,000円は、３節職員手

当等の内容であります。 

 ６項保健体育費、３目給食センター管理費15万円を追加し、8,639万4,000円は、11節需

用費におきます修繕料の内容で、説明資料49ページに記載のとおり給食センター配送口オ

ーバースライダーの修繕にかかわる対応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。 

 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 大したことではないのですけれども、労働諸費のことについて、説明資料の

43から44とあるのですけれども、その中で現年度予算、それから実質見込みということで

９名の方の予算見ております。そして、実質見込みで12名、３名ふえております、その方

の職種等わかれば教えていただきたいなと思っています。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 ただいまのご質問に対して説明をさせていただきます。 

 もともとがこの予算につきましては当初５名で見てございました。その後、第２回の定

例会におきまして一部補正をさせていただき、今回また補正をさせていただくということ

でなってございます。12名の内訳でございますが、まず増員される事業所が６カ所、６名

です。退職者の補充が６名という形になってございます。また、業種でございますが、今

12名の業種でございますが、運送業が１名、製造業が１名、福祉関係が３名、自動車整備

が１名、販売業が２名、設備関係が１名、その他が３名というような内容になってござい

ます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 こういうふうな中でこの事業を利用していただいているわけなのですけれど

も、年齢的なことはわかりますでしょうか。それはわからないかな。大体何歳ぐらいの方

が入られたとかというのは。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 大変申しわけありません。 

 今手元に資料持ってきてございませんので。ただ、基本的に申しますと、60以下の方と

いうことでございます。定年、通常でいう、民間で今言われます60以下の方が増員するな

り退職者の補充ということで採用されているかと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 １点、教育費、16ページの事務局費でお伺いしたいのですけれども、厚内小
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学校、これは予算の関係でも１学級を設置しないということで町単費で教員を採用して対

応したと思うのですけれども、これは今後道の制度か何かで１学級と認められたというこ

とでなくて、純粋に児童がふえたので、１学級ふえたという捉え方になるのですか。その

辺の確認をしたかったのですけれども。 

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。 

 年度当初にも本年度予算の関係でご説明したのですけれども、今年度厚内小学校につき

ましては２年生と３年生が欠学年ということで、１年生と４年生の飛び複式、そして５、

６年生の複式ということで、そのときもご説明しましたけれども、やはり１年生と４年生

では飛び複式ということでそれぞれ発達段階にも著しい差があるということで、単独で１

年生と４年生に担任をつけるために町費負担教職員を配置しまして、３学級編制としてお

りました。この後、８月に第２学年に転入生が参りまして、その時点で１年生と２年生の

複式、そして４年生はもともとどおりですけれども、５、６年も複式ということで、この

段階で道費負担教職員の配置基準を満たしたところですから、学級編制の変更届というの

を局のほうに提出しました。こちらのほうからは、特段教職員の配置ということは考えて

いなかったのですけれども、そういった編成自体が変わったものですから、そういったも

のを提出したところ、北海道教育委員会のほうから10月からは今いる町費負担教職員を道

費負担教職員として任命するということの通知があったものですから、そのような流れと

なっているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 よくわかりました。 

 それで、職員にとってはいいことだと思うのですけれども、私も最初言ったとおり、複

式のために認められたからって10月でなくて４月から遡及で支給受けるのかと思ったらそ

ういうわけでないのですね。あくまでも児童数がふえて学級数がふえたからこのような形

に該当になったと。それで問題は、町単費で採用した職員、道費が負担になるということ

は、今後この人の職員における異動だとか、この人の人格というのですか、今まで町単費

で持っていたけれども、下期は今度は道費で持つということは、一般の教職員と同じ扱い、

給与的な負担的に見ればなると思うのですけれども、この辺は今後どのような形になるの

ですか。人事異動だとか、いろんなこれからの勤務に関してどのような扱いになるのか、

その辺だけお伺いしたいのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまの質問の関係ですけれども、４年生の担任を持った教員が町費

負担職員から道費負担職員となりまして、身分的にはただいま説明しましたとおり道費負
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担ということで、３月いっぱいまでの期限つき教員という扱いになります。このままでい

きますと、平成26年度は同じように３学級編制となりますから、通常の３学級編制に基づ

く教員の配置ということになりますので、現在の職員については一旦期限つきということ

で３月で終わりますけれども、その後の配置につきましてはまた新年度の中で新たな配置

ということで考えているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 わかりました。 

 確認します。結局身分も別に、道費負担になったから一般教職員の異動だとかそれに該

当でなくて、あくまでも町が委嘱したというか任用した期限つきの職員であると。ただ、

負担だけが町単費から道費の負担が起きるというだけのことで、職員にとっては何ら身分

的な保障はとりあえず３月までしかないと。わかりました。今後は、また学級編制の問題

ありますけれども、雇用者側というか、任命した側としては、やっぱりその先もよく考慮

していかなければいけないなと思って、これを見て、道費になったから一般職員と同じ階

級というかレベルになったから安心したのですけれども、そういうわけではないのですね。

あくまでも期限つきだということで、負担だけが道費の負担になったというだけだ。了解

しました。ありがとうございます。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 説明資料の42ページ、保健衛生総務費の中で自殺予防の取り組みという中で

北海道の地域自殺対策緊急強化基金ということで、これらを利用して今回リーフレットを

全戸配布ということでございますけれども、浦幌町独自として保健福祉課等もいろいろと、

例えばポケットティッシュなんかにも自殺予防とかなんとかというそういうものは入れて

ありますけれども、そのほかにこのことについて何かやられているのか。今後やられよう

としているのか、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。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいま二瓶議員のほうから自殺予防に対する今後の方策というよ

うな質問だったかと思いますけれども、現在予算措置をした件につきましては、説明資料

42ページにも掲載されているとおり、道の補助金を活用しましてリーフレットを各世帯に

配布するというような内容でございます。このリーフレットにつきましては、自殺予防の

関係を記載した部分と、それから何か悩み事等がありましたら保健福祉課に窓口を開設し

ておりますので、保健福祉課のほうに相談してくださいといったリーフレットを配布する

ような予定でございます。また、リーフレット関係につきましては実は昨年度も配布して

おりまして、今年昨年度に続き２回実施しております。このリーフレット配布というもの

につきましては、町民の方に反復的に周知することにより、より一層窓口の設置という部

分について町民の方に強く周知をいたしまして、相談窓口が保健福祉課にあるのですとい
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うところを住民の方にＰＲして、相談がありましたら町ができるだけの支援をしていきた

いというような形で考えております。 

 また、先ほどポケットティッシュに周知用のチラシみたいのを入れて、今各公民館、そ

れから保健福祉センターに配付しております。今後もこの活動は続けていきます。各公共

施設関係等に自殺予防用のポケットティッシュを配付して、今後このような活動を続けて

いきたいと思います。また、なおかつさまざまなイベント等がありましたら、そのイベン

ト等の中でもポケットティッシュの交付等を行いながら自殺予防に対する周知を行ってま

いりたいと考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 今るる説明していただいた中で、なかなかわかりづらいという点もあった中

で、これらを予防するというのは極めて難しい部分もあるのかな。そういった中にあって

は、十勝教育局等においては各組織を通じた中でゲートキ―パーというような組織づくり

を現在進めております。そういった中で、本町にとってもやはり子どもさんばかりでなく

して大人も含めてお互いが気づき、つなげるというような方法というのが今後考えられる

のかどうなのか、最後に伺っておきたいと思います。なかなか難しいので、先ほど言われ

ることも十分理解はできるのですけれども、個々に配布されたものがどこに相談していい

のか。窓口あるのは十分に承知していても、なかなか行けない。それを誰かが気づいてあ

げなければいけないのかなという点で、再度その辺について伺っておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 確かに二瓶議員のおっしゃるとおり、気づくというのはなかなか難

しいかと思います。そういう中で、やはり自殺を予防するに当たりましては、気づき、そ

れから本人の悩みを傾聴する、そしてそれを早目に専門家の方につなげる、そして温かく

周りの方が見守っていく見守りというのが非常に大変になるかと思います。これ自体につ

いては、本当に悩んでいる方には、お顔を見れば悩んでいるとか、そういうようなもので

はないかと思いますので、やはり近隣の方々が何か異変を感じたとき、そのときには例え

ば役場のほうにそういうような窓口があるよというような形のもので地域で見守っていく

というのが重要になってくると思いますが、民生委員もそれぞれおりますので、その辺の

ところにつきましては自殺予防に関する相談というような面につきましても民生委員の方

にお願いしまして、何かそういう民生委員の方に気づきが……民生委員が担当している地

区の方ですね、そういうような方の気づきがあれば保健福祉課のほうにつないでいただき

たいというような部分で周知、そしてそういうような体制づくりを行っていきたいと考え

ております。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第78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２３ 議案第７９号 

〇田村議長 日程第23、議案第79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 20ページをお開き願います。あわせまして、説明資料の50ページをごら

ん願います。議案第79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634万4,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ１億39万8,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成25年12月２日提出、浦幌町長。 

 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。 

 次のページをお開き願います。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、前年度繰越金の額の確定に伴います補

正でございます。 

 23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887万2,000円を追加し、3,259万2,000円、１節立木売払収入887万2,000円の追加

でございます。 

 ３款繰入金、２項１目基金繰入金1,520万2,000円を減額し、ゼロ円、１節基金繰入金、

基金繰入金の1,520万2,000円の更正減でございます。 

 ４款１項１目繰越金1,267万4,000円を追加し、1,267万5,000円、１節前年度繰越金
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1,267万4,000円の追加でございます。 

 ３、歳出、１款１項１目財産管理費634万4,000円を追加し、2,246万2,000円、25節積立

金、基金積立金の634万4,000円の追加でございます。 

 以上で補正予算の説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第79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２４ 議案第８０号 

〇田村議長 日程第24、議案第80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 24ページをお開きください。議案第80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471万2,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ９億5,273万6,000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12月２日提出、浦幌町長。 

 25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。 

 26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、退職被保険者等療養給付費の実績見込みによります補
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正と十勝市町村税滞納整理機構負担金の確定に伴います補正でございます。 

 補正予算の内容につきましては、説明資料の51ページに記載しておりますので、ご参照

願います。 

 27ページをごらんください。２、歳入、３款１項１目療養給付費等交付金500万円を追加

し、3,910万円、１節現年度分500万円の追加、療養給付費等交付金の追加でございます。 

 ８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金28万8,000円を減額し、7,162万

7,000円、３節その他一般会計繰入金28万8,000円の減額でございます。 

 28ページをごらんください。３、歳出、１款総務費、２項徴税費、１目賦課徴収費28万

8,000円を減額し、168万3,000円、19節負担金、補助及び交付金28万8,000円の減額、十勝

市町村税滞納整理機構負担金の減額でございます。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、２目退職被保険者等療養給付費500万円を追加し、

3,500万円、19節負担金、補助及び交付金500万円の追加、退職被保険者等療養給付費保険

者負担金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80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２５ 議案第８１号 

〇田村議長 日程第25、議案第81号 平成25年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 29ページをごらんください。議案第81号 平成25年度浦幌町後期高齢

者医療特別会計補正予算。 

 平成25年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 
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 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ13万6,000円を減額し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ7,576万1,000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25年12月２日提出、浦幌町長。 

 30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。 

 31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、平成25年度後期高齢者医療広域連合納付金の事務費負

担金、保険基盤安定負担金の確定に伴います補正でございます。 

 補正予算の内容につきましては、説明資料の52ページに記載しておりますので、ご参照

願います。 

 32ページをごらんください。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13万6,000円を減額し、3,137万5,000円、１節事務費繰入金62万4,000円の減額、広

域連合事務費繰入金の減額でございます。２節保険基盤安定繰入金48万8,000円の追加でご

ざいます。 

 ３、歳出、２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金13万6,000円を減額し、6,906万

2,000円、19節負担金、補助及び交付金13万6,000円の減額、後期高齢者医療広域連合納付

金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81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２６ 議案第８２号 

〇田村議長 日程第26、議案第82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。 
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 町民課長。 

〇小路谷町民課長 33ページをごらんください。議案第82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から歳入歳出それぞれ15万1,000円を減額し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ６億5,746万2,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成25年12月２日提出、浦幌町長。 

 34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。 

 35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、職員の扶養、住居の移動に伴います人件費の補正でご

ざいます。 

 説明資料につきましては、特に記載しておりません。 

 36ページをごらんください。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15万1,000円を減額し、１億2,202万円、３節職員給与費等繰入金15万1,000円の減額

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５万4,000円を追

加し、1,536万1,000円、３節職員手当等5,200円の追加、４節共済費2,000円の追加。 

 ４款１項地域支援事業費、３目包括的支援事業費20万5,000円を減額し、2,282万9,000円、

３節職員手当等20万5,000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82号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２７ 議案第８３号 
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〇田村議長 日程第27、議案第83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。 

 提案理由の説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇佐藤診療所事務長 37ページをごらん願います。議案第83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124万7,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ２億9,775万円とする。 

 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12月２日提出、浦幌町長。 

 38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。 

 39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。 

 今回の補正予算の主な内容につきまして、歳入につきましては繰越金の確定に伴う補正、

歳出につきましては看護師等の宿日直手当の追加補正及び９月から運用が一部スタートし

ております十勝メディカルネットワーク事業に伴います診療情報等を参照するための専用

パソコンの購入費用にかかわる補正が主な内容でございます。 

 補正予算の内容につきましては、説明資料53ページに記載しておりますので、ご参照願

います。 

 40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782万3,000円を減額し、8,402万5,000円、１節一般会計繰入金782万3,000円の更正

減、一般会計からの繰入金の減額でございます。 

 ２款１項１目繰越金892万3,000円を追加し、942万3,000円、１節前年度繰越金892万

3,000円の追加、前年度繰越金の確定に伴うものでございます。 

 ５款道支出金、１項道補助金、１目医療施設等整備補助金14万7,000円を追加し、14万

7,000円、１節医療施設等整備補助金14万7,000円の追加、十勝メディカルネットワーク事

業にかかわる補助金で２分の１補助でございます。 

 ３、歳出、１款１項診療所費、２目医業費124万7,000円を追加し、２億3,985万3,000円、

３節職員手当等95万3,000円の追加、宿日直手当の追加の内容でございます。18節備品購入

費29万4,000円の追加、十勝メディカルネットワーク事業に伴いますパソコンの購入費用で

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。 
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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。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 十勝メディカルネットワークですか、これについてもう少し詳しく説明をい

ただきたいわけですが、既に９月よりスタートしているというような説明であります。こ

れらの十勝管内での６病院と書いてありますが、この病院の名前と、それからこのメディ

カルネットワークのシステムについて、もう少し詳しくお知らせいただきたいなというふ

うに思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 診療所事務長。 

〇佐藤診療所事務長 私のほうから、ただいまのご質問についてご説明させていただきま

す。 

 初めに、このネットワークの参加する医療機関でございますけれども、公開型につきま

しては帯広市内にございます帯広厚生病院、帯広協会病院、帯広第一病院、北斗病院、開

西病院、国立病院機構帯広病院の６病院となっております。また、参照型の病院、診療所

等につきましては、十勝圏域内にございます60の病院、診療所等の内容となっております。 

 次に、十勝メディカルネットワーク事業の運用と申しましょうか、実際の内容でござい

ますけれども、この関係につきましては例えば当診療所の医師が、専門的な帯広市内で治

療を受けている患者様が当診療所に通院されている場合があろうかなというふうに思いま

すけれども、そういった場合当診療所の医師が患者様の同意を得て公開型の医療機関に公

開の依頼をいたします。そうしますと、原則30分以内に患者様の情報が参照できるように

なっていまして、具体的には薬の処方ですとか、それからこれまでの治療の経過、そうい

ったものが当診療所の医師が参照できるというような内容になっております。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第83号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２８ 議案第８４号 

〇田村議長 日程第28、議案第84号 平成25年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算を議
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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 41ページをごらん願います。あわせて説明資料54ページをごらんおき願

います。議案第84号 平成25年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算。 

 平成25年度浦幌町の公共下水道特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ３億4,969万9,000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25年12月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 次の歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括も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、終末処理場における備品購入費に係る施設管理費の追

加補正をするものでございます。 

 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８万円を追加し、２億

2,647万9,000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８万円を追加し、2,722万

8,000円、18節備品購入費８万円の追加、薬品を保管する冷蔵庫の故障により新たに冷蔵庫

を購入するための追加でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第84号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２９ 議案第８５号 

〇田村議長 日程第29、議案第85号 平成25年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算を議題
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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 45ページをごらん願います。あわせて説明資料55ページをごらんおき願

います。議案第85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252万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ５億61万6,000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12月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 次のページの歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括も省略させていただきます。 

 次のページをお開き願います。このたびの補正につきましては、浄水場の施設管理費に

係る追加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252万円を追加し、１億

895万2,000円、一般会計からの繰入金の追加でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、２目施設管理費252万円を追加し、7,531万

2,000円、11節需用費152万円の追加、施設管理修繕料140万円の追加につきましては、説明

資料に記載の浄水場ＰＡＣ注入配管及び暖房設備の修繕に係る追加で、備品管理修繕料

12万円につきましては小型動力ポンプの修繕に係る追加でございます。14節使用料及び賃

借料100万円の追加、浄水場取水施設の土砂撤去に係る機械借り上げ料の追加でございま

す。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第85号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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    ◎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７日までの５日間休会とし、12月

８日は休会の日ですが、多くの町民の皆さんに本会議を傍聴していただきたいとの趣旨で

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、議事の都合により、あすから12月７日までの５日間休会とし、12月８日は日曜

議会として午後１時30分から本会議を開くことに決定をいたしました。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 ３時４８分 


