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平成２８年第３回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

平成２８年９月５日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 ０時２３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 行政報告（町長） 

 日程第 ６ 報告第 ４号 健全化判断比率の報告について 

 日程第 ７ 報告第 ５号 資金不足比率の報告について 

 日程第 ８ 報告第 ６号 専決処分の報告について 

              （損害賠償の額の決定） 

 日程第 ９ 議案第７６号 浦幌町手数料徴収条例の一部改正について 

 日程第１０ 議案第７７号 浦幌町屋内ゲートボール場設置及び管理条例の一部改正に 

              ついて 

 日程第１１ 議案第７８号 浦幌町有バス運行に関する条例の廃止について 

 日程第１２ 議案第７９号 財産の取得について 

              （土地・立木） 

 日程第１３ 議案第８０号 財産の取得について 

              （土地・立木） 

 日程第１４ 議案第８１号 平成２８年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第１５ 議案第８２号 平成２８年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算 

 日程第１６ 議案第８３号 平成２８年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 日程第１７ 議案第８４号 平成２８年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第１８ 議案第８５号 平成２８年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算 

 日程第１９ 議案第８６号 平成２８年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算 

 日程第２０ 議案第８７号 平成２８年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算 

 日程第２１ 議案第８８号 平成２８年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 日程第２２ 同意第 ２号 浦幌町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることに 

              ついて 

 日程第２３ 諮問第 １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 
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〇出席議員（１０名） 

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

    ４番  安  藤  忠  司     ５番  二  瓶     隆 

    ６番  福  原  仁  子     ７番  杉  江     博 

    ８番  河  内  富  喜     ９番  阿  部     優 

   １０番  森     秀  幸    １１番  田  村  寛  邦 

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇出席説明員 

    特 別 職 

     町    長   水  澤  一  廣 

     副  町  長   鈴  木  宏  昌 

 

    町 部 局 

     総 務 課 長   大  山  則  幸 

     ま ち づ く り 政 策 課 長   山  本  輝  男 

          町 民 課 長      山  本  浩  宣 

     保健福祉課長   熊  谷  晴  裕 

          産 業 課 長      岡  崎  史  彦 

     施 設 課 長   小  川  博  也 

     上浦幌支所長   小  島  師  紀 

     会 計 管 理 者   佐  藤  勇  人 

          診療所事務長      菅  原     敏 

 

    教育委員会 

     教 育 委 員 長   松  田  泰  一 

          教  育  長      久  門  好  行 

     教 育 次 長   鈴  木     広 

 

    農業委員会 

     会    長   小  川  博  幸 

          事 務 局 長      前  田     勇 

 

    監 査 委 員 
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     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28年第３回浦幌町議会

定例会を開会いたします。 

 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事につきましては、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28年第３回浦幌町議会定例会の運営について、８月29日午前、議会運営委員会を開

催し、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、諸般の報告、常任委員会報告、行政報告に続き、報告３件、一般議案５

件、平成28年度一般会計及び特別会計補正予算８件、決算認定は平成27年度一般会計及び

特別会計並びに平成27年度東十勝消防事務組合一般会計歳入歳出決算認定、合わせて10件

が提案されております。続いて、同意案件１件、諮問１件であります。議会提出は、発議、

発委等であります。一般質問につきましては、９日を予定しており、通告期限は６日正午

までとなっております。以上の内容を踏まえ、会期は本日から９月14日までの10日間でお

願いいたします。 

 本日の日程は、諸般の報告、行政報告に続き、報告第４号から第６号までの３件、一般

議案第76号から第80号までの５件、補正予算につきましては第81号から88号までの８件、

同意案件第２号の１件、諮問第１号の１件を予定しております。 

 次に、議事録署名議員につきましては、順番に指名されるよう議長に申し入れを行って

おります。 

 以上、議会運営委員会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。 
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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、７番、杉江博議員、８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９月14日までの10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９月14日までの10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28年８月22日付で町長並びに教育委員会委員長、

農業委員会会長、代表監査委員に出席の要求をいたしております。 

 次に、平成28年６月20日から平成28年９月４日までの議長等の動静及び議員の派遣結果

報告につきましては、お手元に配付のとおりでありますので、ごらんおきを願います。 

 なお、監査委員から提出のあった平成28年５月分及び５月追加分から平成28年７月分の

例月出納検査報告書、平成28年度定例監査報告、教育委員会から提出のあった平成28年度

浦幌町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価平成27年度分

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28年６月20日開会の浦幌町議会第２回定例会で可決された義務教育費国庫負

担制度堅持・負担率２分の１への復元、子どもの貧困解消など教育予算確保・拡充と就学

保障の充実、「30人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善に向けた意見書、北海道教育

委員会「新たな高校教育に関する指針」の見直しとすべての子どもにゆたかな学びを保障

する高校教育を求める意見書、地方財政の充実・強化を求める意見書、平成28年度北海道

最低賃金改正等に関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、

各関係大臣並びに北海道教育委員会教育長、北海道知事、北海道議会議長ほか関係行政庁

に提出をしております。 

 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 行政報告 

〇田村議長 日程第５、行政報告を許します。 

 町長。 
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〇水澤町長 行政報告を行います。 

 平成28年６月20日から平成28年９月４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、交付金事業、北栄３条通改良工事ほか23件であ

ります。 

 次に、３、委託業務入札結果につきましては、交付金事業、黒百合橋橋梁補修詳細調査

設計委託業務ほか７件であります。 

 ４の物品購入入札結果につきましては、公用自動車購入その１ほか２件であります。 

 ５の町有林立木売り払い入札結果につきましては、第１伐区稲穂町有林立木売り払いほ

か５件であります。 

 ６のその他について、台風による被害等について報告をいたします。平成28年８月17日

に台風７号、21日に台風11号、23日に台風９号が相次いで北海道に上陸し、この間断続的

に大雨、暴風、波浪警報が発表され、地域防災計画等に従い警戒配備計画をとり、情報収

集、被災のおそれのある箇所への対策、被害状況の確認等を実施してまいりました。８月

16日午前零時から23日正午までの総降水量は、桜町で252ミリ、留真で259ミリ、美園で271ミ

リであり、８月17日午後７時７分には桜町の観測所において最大瞬間風速25.6メートルの

暴風を観測いたしました。この間、気象警報の状況に応じ、自主避難をされる方のために

中央公民館、厚内公民館、吉野公民館及び模範牧場の各避難所を開設し、８月17日午後７

時過ぎに厚内公民館に５名の方が自主避難をしておりましたが、午後９時までには帰宅し

ております。また、大雨の影響により８月18日未明、常室地区において床上浸水のおそれ

が生じたことから、同日午後２時10分に常室地区の６世帯16名に避難勧告を発令し、３名

が中央公民館に避難いたしました。なお、この大雨により常室地区の公営住宅が床上浸水

し、１世帯１名が被災し、避難をしております。その後、浸水のおそれがなくなったこと

から、同日午前６時35分に避難勧告を解除いたしました。 

 現在までに判明しているこれらの台風による被害は、暴風による屋根や壁の破損等が物

置や車庫などの非住宅施設７件、商業施設14件、営農施設145件、倒伏等による農作物被害

236.77ヘクタール、生乳廃棄１件、鹿柵の破損、海岸線における流木の漂着等があり、い

ずれも被害額は調査中です。町の施設では、道路がのり面崩落、路肩決壊、倒木等により

30路線47カ所、2,910万円、河川が河岸決壊、横断管決壊等10河川19カ所、3,210万円、林

道が路盤流出等２路線２カ所、28万円、農業用施設が明渠埋塞、農地のり面崩落等32カ所、

2,500万円、小学校等公共施設内における倒木９件、188万円、建築物では町営住宅の床上

浸水による破損、一般廃棄物処理場管理棟シャッター破損、幾千世浄水場沈殿池室屋根破

損等20件、1,614万5,000円、光ケーブルの断線５カ所、55万円、合計１億505万5,000円の

被害がありました。また、８月17日から18日にかけて町内各所において停電が発生し、約

880戸に影響が生じました。このほかに移住体験住宅の屋根が突風により剥がされ、移住体

験者の所有車両の屋根部分を破損させる損害を与えたことから、今後賠償金の支払いが見
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込まれます。 

 また、８月30日に東北地方に上陸した台風10号の影響により、同日午後７時24分に大雨

警報が発表され、降り始めからの雨量は桜町で91ミリ、留真で152ミリ、美園で133ミリで

ありました。この台風の接近に備え、自主避難をされる方のために厚内公民館、浜厚内生

活館、模範牧場、吉野公民館及び中央公民館の各避難所を開設し、同日夜遅くに中央公民

館に２名の方が自主避難され、翌31日朝に帰宅しております。８月31日午前５時38分には

洪水警報が発表され、十勝川の豊頃町茂岩観測所で氾濫危険水位を超え、氾濫のおそれが

生じたことから、８月31日午前７時に災害対策本部を設置し、愛牛、豊北地区の35世帯86名

に避難勧告を発令し、その後水位がさらに上昇したことから、愛牛、豊北地区及び吉野地

区の一部、合計38世帯90名に避難指示を発令いたしました。この避難指示に従い、60名の

方が吉野公民館及び模範牧場に避難されました。その後、十勝川の水位が下がってきたこ

とから、午後５時に避難指示から避難勧告へ発令を変更し、さらに水位が下がり、氾濫の

おそれがなくなってきたことから、午後７時35分に避難勧告を解除し、災害対策本部を解

散いたしました。台風10号に伴う被害等については、現在調査中であります。 

 なお、町の施設の被災にかかわる応急対策費用については、本定例会会期中に補正予算

を追加提案いたしますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 以上、台風による被害等についての報告といたします。 

 次に、模範牧場における牧草こん包機の発火事故について報告いたします。平成28年7月

24日午前零時30分ころ、浦幌町字下浦幌317番地１の草地内において、模範牧場指定管理者

である株式会社希興の従業員が牧草こん包機により牧草収穫作業を行っていたところ、当

該機械右側のサイドカバー内側付近から発火し、延焼する事故が発生いたしました。従業

員がトラクターの運転席から発火を確認後、当該機械を草地内周辺の安全な場所に移動さ

せ停車し、模範牧場事務所への連絡、応援及び消火器要請並びに消防署への出動要請をす

るとともに、牽引するトラクターへの延焼を防ぐため、当該機械との切り離し作業を行い、

消防車の到着を待ちました。午後零時50分ごろ、浦幌消防車両２台が到着し、消防署員７

名による消火活動により午後１時13分に鎮火いたしました。延焼した牧草こん包機は、町

備品として指定管理者に貸与している作業機械であり、発火原因につきましては販売店で

の調査の結果、当該機械前下部に位置するローラー右側ベアリングの劣化損傷による摩耗

過熱により発火し、牧草ロールコア部分及び付近の油圧ライン、潤滑油タンクへの着火延

焼へとつながったことが原因との報告を受けております。 

 このたびの事故につきましては、消防署員による消火活動や従業員による速やかな対応

により幸いにも負傷者や装置への延焼もなく、被害を最小限に抑えることができましたが、

今回の事故を機に作業機械の定期的なメンテナンスをさらに強化し、また機械作業時には

安全への一層の配慮をするなど事故の再発防止の徹底に努めるよう指定管理者に申し入れ

を行ったところです。 

 以上、模範牧場における牧草こん包機の発火事故についての報告といたします。 
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 次に、浦幌町消防団第４分団広報車の事故について報告いたします。８月９日午後２時

45分ごろ、町所有の第４分団広報車が分団用務にて本別町農協ホクレン商事本別店駐車場

を後ろ向きで出る際に、安全不確認のため駐車場内を走行していた普通乗用車の助手席へ

接触する事故が発生いたしました。第４分団広報車を運転していたとかち広域消防局浦幌

消防署職員及び相手方運転手の双方にけがはありませんでした。第４分団広報車の破損状

況は、車両後部右側ボディー及び右側反射板が破損し、相手方車両は車両前部左側フェン

ダー及びドアが破損しました。現在相手方と示談交渉を行っており、示談が成立次第町が

加入している自動車損害共済保険金から相手方に対し賠償金が支払われます。 

 日ごろから交通安全への注意を促してまいりましたが、職員に対しさらなる注意を喚起

し、再発防止の徹底に努めてまいります。 

 以上、浦幌町消防団第４分団広報車公務中の事故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。 

 

    ◎日程第６ 報告第４号 

〇田村議長 日程第６、報告第４号 健全化判断比率の報告についてを議題といたします。 

 報告を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書の１ページをお開き願います。報告第４号 健全化判断比率の報

告について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成27年度決算

に基づく健全化判断比率を次のとおり報告する。 

平成28年９月５日提出、浦幌町長。 

 １、健全化判断比率。実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率につきましては、

それぞれ赤字が発生していない状況と、また将来の負担が発生していないという状況から、

浦幌町の比率の区分におきましては横線表示となっております。実質公債費比率につきま

しては、浦幌町の比率は10.8％で、早期健全化基準、財政再生基準以内となっております。 

 ２、監査委員の意見、別紙のとおり、監査委員様の意見は次のページに記載しておりま

すので、後ほどごらんおき願います。 

 なお、それぞれの比率において早期健全化基準を超えておらず、財政上の健全性は確保

されていると認められたとのご意見を賜っているところでございます。 

 次に、議案説明資料の２ページをお開き願います。健全化判断比率等の概要でございま

す。①、実質赤字比率でございますが、これは一般会計等を対象とした実質赤字の標準財

政規模に対する比率となっております。本町は、赤字が発生していないため比率は算出さ

れておりません。 

 次に、３ページをごらん願います。②、連結実質赤字比率でございますが、これは全会



 － 9 － 

計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率となっております。この比率につき

ましては、本町は赤字が発生していないために比率は算出されておりません。 

 次に、４ページをお開き願います。③、実質公債費比率でございますが、これは一般会

計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額に対する比率

となっておりますが、３カ年の平均により算出されております。本町の比率は、平成27年

度単年度では9.19％、３カ年平均では10.8％でございます。 

 次に、７ページをお開き願います。④、将来負担比率でございますが、これは一般会計

等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率となってお

ります。本町におきましては、マイナス11.2％となるものでございます。 

 なお、これらの比率が早期健全化基準を超えますと、実質的な改善努力による財政健全

化が求められ、財政再生基準を超えますと国等の関与による確実な再生が求められること

になっております。本町の場合いずれの比率も基準以下となっております。 

 各比率の算出内容につきましては、説明資料２ページから10ページに記載しております

ので、後ほどごらん願いたいと思います。 

 以上で報告を終わらせていただきます。 

〇田村議長 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 これで報告第４号を終わります。 

 

    ◎日程第７ 報告第５号 

〇田村議長 日程第７、報告第５号 資金不足比率の報告についてを議題といたします。 

 報告を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書の３ページをごらん願います。報告第５号 資金不足比率の報告

について。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定により、平成27年度決算

に基づく資金不足比率を次のとおり報告する。 

平成28年９月５日提出、浦幌町長。 

１、資金不足比率。特別会計の名称、公共下水道特別会計、個別排水処理特別会計、簡

易水道特別会計ともに浦幌町の比率につきましては、資金不足が生じておりませんので、

横棒表示となっております。また、いずれの会計も経営健全化基準は20％となっておりま

す。 

２、監査委員の意見、別紙のとおり、監査委員様からの意見は次のページに記載してお

りますので、後ほどごらん願います。 

 なお、各公営企業会計において資金不足は生じていないことから、指標の対象となら
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ないものであることと経営の健全化は保たれていると認められた旨のご意見を賜ってござ

います。 

 次に、説明資料の11ページをお開き願います。⑤、資金不足比率でございますが、これ

は公営企業ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率となっております。本町は、いず

れの会計も資金不足が発生していないため、比率は算出されておりません。 

 以上で報告を終わらせていただきます。 

〇田村議長 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 これで報告第５号を終わります。 

 

    ◎日程第８ 報告第６号 

〇田村議長 日程第８、報告第６号 専決処分の報告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。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 報告第６号 専決処分の報告について。 

 損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第１項の規定により、次のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

平成28年９月５日提出、浦幌町長。 

 記、１、損害賠償の額、２万4,846円、過失割合、町15％、相手方85％。 

 ２、損害賠償の相手方につきましては、記載のとおりでございます。 

 ３、事故の発生年月日、平成28年６月10日。 

 ４、事故の発生場所、記載のとおりでございます。 

 ５、事故の概要、給食配送業務委託先職員の運転する給食配送車が道道直別共栄線を厚

内漁港方面から国道38号線方面に走行中、厚内駅前交差点において道道直別共栄線を浜厚

内方面から厚内駅方面に走行中の相手車両と衝突し、給食配送車が左リアフェンダー及び

左後輪タイヤを損傷し、相手方車両がフロントバンパーを損傷した事故となってございま

す。なお、相手車両側道路におきましては、一時停止標識が設置されております。 

 ６、専決処分日、平成28年７月12日は、相手方との示談の成立の日でございます。 

 なお、損害賠償につきましては、交差点内の走行状況及び全国の過去の事故事例から、

過失割合について相手方との示談が成立し、相手方当該車両にかかわります修理費の15％

相当の２万4,846円について全国町村会総合賠償補償保険で対応するものでございます。 

 このたびの事故につきましては、幸い双方にけがはなく、車両破損のみで大事に至るこ

とはありませんでしたが、交差点内の走行における注意義務遵守における過失について看

過することなく、業務受託業者への事故防止の徹底を促し、交通安全の取り組み強化への

さらなる指導に努めてまいりたいと思ってございます。 
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 以上、専決処分の報告といたします。 

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。 

 これで報告第６号を終わります。 

 

    ◎日程第９ 議案第７６号 

〇田村議長 日程第９、議案第76号 浦幌町手数料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。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 議案６ページをお開き願います。議案第76号 浦幌町手数料徴収条例の

一部改正について。 

 浦幌町手数料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28年９月５日提出、浦幌町長。 

 ７ページをごらん願います。浦幌町手数料徴収条例の一部を改正する条例。 

 以下の改正条文の朗読を省略させていただき、説明資料により説明させていただきます。

説明資料12ページをごらん願います。あわせまして新旧対照表につきましては13ページに

記載しておりますので、ご参照願います。浦幌町手数料徴収条例の一部を改正する条例説

明資料。 

 １、改正の趣旨につきましては、戸籍に関する事務の手数料について、今回戸籍の電子

情報処理化に伴う磁気ディスクをもって調製された戸籍等の交付に関する規定の改正並び

に郵便による送付のほかに民間事業者による信書便による送付もできることになったた

め、請求に関する規定の改正をするものであります。 

 ２、改正の内容としましては、１つ目、第４条中の中、郵送料のほかに民間事業者によ

る信書便による送付に要する費用の徴収を追加するものであります。 

 ②、別表１の14項、15項中に磁気ディスクをもって調製された戸籍等の交付の規定を追

加するものであります。 

 ３、施行期日は、公布の日から施行する。 

 以上で説明を終わります。ご審議くださいますようお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 10番、森議員。 

〇森議員 手数料の徴収条例の一部変更ということで、これ説明資料の中にもあるのです

けれども、郵送に関しまして民間事業による信書便というのはどのような便をいうのか。 

 それともう一点、磁気ディスクというのはどのようなもので、どのような効果があるの

か。効果といいますか、持続性というのですか、その辺のことをお聞きしたいと思います。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 ただいまのご質問でございますが、１つ目としまして信書便について答

弁させていただきます。 

 信書便につきましては、郵便法及び信書便法に規定されている郵便物について、民間事

業者におきましても配達をできるというものでございます。一般的に宅配業者が行ってい

る総務省の許可が必要な事業でありまして、そのようなことでございます。 

 もう一点につきましては、磁気ディスクの効果といいますか、そのようなところでござ

いますが、今現在はコンピューターシステムにおきまして戸籍の事務を行っているところ

でありまして、コンピューターシステムによって調製されたものをディスクに保存してお

ります。そのようなコンピューターシステムということでご理解願えればと思っておりま

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。 

 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。 

 

    ◎日程第１０ 議案第７７号 

〇田村議長 日程第10、議案第77号 浦幌町屋内ゲートボール場設置及び管理条例の一部

改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 議案書８ページをごらん願います。議案第77号 浦幌町屋内ゲート

ボール場設置及び管理条例の一部改正について。 

 浦幌町屋内ゲートボール場設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 平成28年９月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町屋内ゲートボール場設置及び管理条例の一部を改
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正する条例。 

 浦幌町屋内ゲートボール場設置及び管理条例（平成２年浦幌町条例第２号）の一部を次

のように改正する。 

 第２条の表厚内屋内ゲートボール場の項を削る。 

 附則、この条例は、平成28年10月１日から施行する。 

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

料の14ページをごらん願います。浦幌町屋内ゲートボール場設置及び管理条例の一部を改

正する条例説明資料。 

 １の改正の趣旨でございますが、現在町内にあります屋内ゲートボール場４カ所のうち、

厚内屋内ゲートボール場は厚内老人クラブの解散とともに利用実績がなくなり、厚内地区

行政区長及び厚内体育振興会と協議した結果、今後もゲートボール場として利用する見込

みがないことから、厚内屋内ゲートボール場を閉鎖したく、次のとおり改正を行うもので

ございます。 

 ２の改正の内容ございますが、厚内屋内ゲートボール場を条例中から削除するものでご

ざいます。 

 ３の施行期日でございますが、平成28年10月１日から施行するものでございます。 

 条例の新旧対照表につきましては、15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。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 ゲートボール場の廃止はわかるのですけれども、この後管理だとか、それか

らほかに何か使う予定があるのかないのかというのもちょっとお伺いしておきたいなと思

います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 10月１日から厚内の屋内ゲートボール場を条例から廃止するということ

になってございますが、そのことを受けまして、今までは行政財産で管理してございまし

たが、10月１日以降は普通財産という管理になります。保健福祉課のほうから総務課のほ

うの所管になるということでございます。10月１日以降につきましては、内容等を精査し

ていただき、各課において普通財産としての利用があるのかを検討させてもらいながら、

基本としては今現在の中ではそういう希望がないように聞いてございますので、公募等を

図り、売却等を図っていきたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 最終的には売却という言葉が出たのですけれども、そういうこともやっぱり

普通財産になった場合に考えていかなければならないことなのでしょうか。行政財産から



 － 14 － 

いきなり普通財産になったからってそういうふうに行ってしまうのかなとちょっと気にな

るのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 厚内ゲートボール場の廃止に当たって、当然各課の中においてその後の

活用はないかというようなことも検討させていただいております。その中で普通財産とい

うことであれば、もう目的が終了した財産ということでございますので、今後各課の中で

そういうような利用のあれがないということでございますので、もし公募をさせていただ

いて活用を希望する方がいればそういう方に、町の財産でございますので、町民の方に売

却をしていきたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 それは、将来的に構わないのかなという感じはしないわけではないのですけ

れども、一応地面もついているということになるとちょっといろいろと、これからほかに

３カ所もあるのですよね。やっぱりこれからもそういうことが起こり得る可能性もあるの

かなということでちょっと気になったものですから聞かせていただきました。もう一回。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいま総務課長のほうからもるる説明があったとおりでございまして、

今般の提案にかかわりまして説明資料にも記載のとおり、利用実績がないということと今

後の利用見込みもないという、そういう中にありまして町といたしましても普通財産とし

ての活用もなかなかないという見込みがございますので、これに関しては今後利用検討の

中ではやはり売却の処分をしていかざるを得ないのかなというふうに思ってございます。

ただ、ご心配の向きも、ほかの３ゲートボールについてはどうなのだというお話もござい

ます。このことについては、現状利用実績がある中でやはり少しでも多くの老人の方々が

ゲートボールという中身でご活用していただきたいということはお願いをしながら進めて

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 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 ただいま同僚議員からの質問に対してもるる詳しく説明があったわけです

が、普通財産に変わる前に町有財産として、例えばパークゴルフをやっている中での休憩

場所に使うとか、ほかの用途のことはどの程度考えられたのか、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 厚内屋内ゲートボール場の用途廃止ということにつきましては、先

ほどご説明させていただいたとおり現在利用者がいないということで、また厚内地区にお
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いてゲートボール協会に加盟している会員もいないということで用途廃止をさせていただ

くことになっておりますが、ほかの用途、例えばパークゴルフ場の休憩所ですとか、そう

いうようなご質問でございましたが、あくまでも厚内地区の行政区長と、それから厚内の

体育振興会と協議した結果、現在ではそういうような利用の方向はないというような協議

の内容の話を前回８月に行っておりますので、今のところ地区ではそういう活用の見込み

はないというような話の内容でございます。 

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１１ 議案第７８号 

〇田村議長 日程第11、議案第78号 浦幌町有バス運行に関する条例の廃止についてを議

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 議案書10ページをお開き願います。あわせまして説明資料は16ページを

ご参照ください。議案第78号 浦幌町有バス運行に関する条例の廃止について。 

 浦幌町有バス運行に関する条例を廃止する条例を次のように定める。 

 平成28年９月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町有バス運行に関する条例を廃止する条例。 

 浦幌町有バス運行に関する条例（平成16年浦幌町条例第15号）は、廃止する。 

 附則、この条例は、平成28年１月１日から施行する。 

 廃止の趣旨につきましては、平成29年１月から浦幌町コミュニティバスが無償運行を行

うことから、現在有償運行をしている浦幌町有バスを１月から無償運行とするため、本条

例を廃止するものであります。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議くださいますようお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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１２ 議案第７９号 

〇田村議長 日程第12、議案第79号 財産の取得についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、議案書の12ページをごらん願います。議案第79号 財産の取

得について。 

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

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

る。 

 平成28年９月５日提出、浦幌町長。 

 １、所得する財産、土地、所在地ですけれども、十勝郡浦幌町字幾千世444番ほか８筆で

ございます。地積につきましては37万6,940平方メートル、立木につきましては樹種がカラ

マツほかで、材積、4,219.249立方メートルでございます。 

 ２、取得金額につきましては、1,731万円。 

 ３、取得目的につきましては、町有林用地として取得するものでございます。 

 ４、財産の所有者につきましては、十勝郡浦幌町字幾千世455番地１、大野ヒデさんでご

ざいます。 

 参考といたしまして、仮契約年月日、平成28年８月23日でございます。 

 以上となります。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79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 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８０号 

〇田村議長 日程第13、議案第80号 財産の取得についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、議案書の13ページをごらん願います。議案第80号 財産の取

得について。 

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

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

る。 

 平成28年９月５日提出、浦幌町長。 

 １、取得する財産でございます。土地につきましては、所在地、十勝郡浦幌町字幾千世

379番２ほか11筆でございます。地積につきましては31万5,955平方メートル、立木につき

ましては樹種がカラマツほか、材積、2,035.077立方メートルでございます。 

 ２、取得金額でございますが、748万円。 

 ３、取得目的につきましては、町有林用地として取得するものでございます。 

 ４、財産所有者につきましては、十勝郡浦幌町字幾千世455番地１、大野健一さんでござ

います。 

 参考といたしまして、仮契約年月日、平成28年８月23日。 

 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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。 

 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。 
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（「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５１分  休憩 

午前１１時１０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１４ 議案第８１号 

〇田村議長 日程第14、議案第81号 平成28年度浦幌町一般会計補正予算を議題といたし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 別冊の議案書１ページをごらん願います。あわせまして説明資料につき

ましては17ページをごらん願います。議案第81号 平成28年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成28年度浦幌町の一般会計補正予算（第５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１億8,163万2,000円を追加し、歳入歳

出の総額を歳入歳出それぞれ64億3,674万5,000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。 

 （地方債） 

 第２条 地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

 平成28年９月５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。 

 次に、５ページをごらん願います。第２表、地方債補正。変更、起債の目的、臨時財政

対策債、補正前限度額１億8,000万円、計５億6,140万円、補正後限度額１億4,967万7,000円、

計５億3,107万7,000円。起債の方法、利率、償還の方法につきましては補正前と同じでご

ざいます。 

 次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

は説明を省略させていただきます。 

 次に、８ページをごらん願います。２、歳入、９款１項１目地方交付税734万4,000円を

追加し、32億8,734万4,000円。 
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 11款分担金及び負担金、１項分担金、１目農林水産業費分担金3,244万円を減額し、

2,109万6,000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84万6,000円を追加し、704万

9,000円。 

 ２目民生費国庫補助金92万7,000円を追加し、4,032万6,000円。 

 14款道支出金、２項道補助金、４目農林水産業費道補助金1,848万円を追加し、１億

1,196万円。 

 ３項委託金、３目農林水産業費委託金10万2,000円を追加し、1,326万1,000円。 

 15款財産収入、１項財産運用収入、２目利子及び配当金70万5,000円を追加し、446万

3,000円。 

 17款繰入金、１項他会計繰入金、１目後期高齢者医療特別会計繰入金19万9,000円を追加

し、20万円。 

 ２目介護保険特別会計繰入金690万5,000円を追加し、690万6,000円。 

 18款１項１目繰越金２億888万7,000円を追加し、２億988万7,000円。 

 20款１項町債、１目総務債3,032万3,000円を減額し、１億9,827万7,000円。 

 次のページをごらん願います。３、歳出、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費305万8,000円を追加し、３億4,073万3,000円、内容といたしましては人件費を追加する

内容でございます。 

 ２目情報化推進管理費99万4,000円を追加し、１億4,896万8,000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、システム開発業務の変更に伴います経費を追

加する内容でございます。 

 ５目財産管理費70万4,000円を追加し、2,469万5,000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、既存施設の移設及び土地の分筆測量に係る経費を追加

する内容でございます。 

 ６目財政調整等基金費１億4,087万9,000円を追加し、２億6,462万1,000円、積立金を追

加する内容でございます。 

 12目職員厚生費18万円を追加し、961万6,000円、内容といたしましては説明資料18ペー

ジに記載してございますが、職員研修派遣増に伴います経費を追加する内容でございます。 

 13款諸費389万9,000円を追加し、7,175万2,000円、内容といたしましては説明資料19ペ

ージに記載してございますが、平成29年１月から運行するコミュニティバスに要する経費

を追加するものでございます。なお、運行計画につきましては、本年３月から４月にパブ

リックコメントを実施し、８月に生活交通ネットワーク計画協議会での審議を経て運行管

理に対する経費等を決定したものでございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費2,505万9,000円を減額し、３億4,741万

3,000円、繰出金の減額でございます。 

 ２項児童福祉費、３目認可保育園運営費167万7,000円を追加し、8,237万2,000円、内容
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といたしましては説明資料20ページに記載してございますが、臨時保育士賃金を追加する

内容でございます。 

 ４目へき地保育所運営費28万4,000円を追加し、3,320万2,000円、説明資料につきまして

は20ページに記載してございますが、施設内水飲み、手洗い場に係ります修繕及び清掃に

係ります備品を追加する内容でございます。 

 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費153万円を追加し、１億6,980万2,000円、説明資料

につきましては20ページ、21ページに記載してございますが、美園屋内ゲートボール場に

係る修繕の追加並びに介護ロボット等導入支援特別事業にかかわります補助金を追加する

ものでございます。あわせまして繰出金を追加する内容でございます。 

 ３目老人ホーム費52万8,000円を追加し、１億8,055万7,000円、説明資料21ページに記載

してございますが、施設の修繕、備品購入に係る経費を追加する内容でございます。 

 次のページをごらん願います。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費26万

9,000円を減額し、２億2,761万7,000円、人件費の減額並びに繰出金を追加する内容でござ

います。 

 ３目環境衛生費80万1,000円を減額し、4,238万6,000円、繰出金を減額する内容でござい

ます。 

 ５目医療対策費958万8,000円を減額し、9,591万2,000円、繰出金を減額する内容でござ

います。 

 ２項清掃費、１目塵芥処理費40万円を追加し、9,044万1,000円、説明資料につきまして

は21ページに記載してございますが、一般廃棄物処理センターに係る修繕料を追加する内

容でございます。 

 ５款労働費、１項１目労働諸費144万円を追加し、502万9,000円、説明資料につきまして

は22ページに記載してございますが、対象者増による補助金を追加する内容でございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、８目道営土地改良事業費900万円を減額し、5,127万円、

説明資料につきましては22、23ページに記載してございますが、道営畑総事業におきます

農家負担軽減対策の継続実施並びに国費の交付率等が引き上げられたことに伴います減額

をする内容でございます。 

 ２項林業費、１目林業総務費120万5,000円を追加し、2,401万4,000円、説明資料につき

ましては23、24ページに記載してございますが、有害鳥獣捕獲奨励金の追加並びに森林組

合への配当金相当分を増資するための出資金を追加する内容でございます。 

 ７款１項商工費、１目商工振興費1,301万円を追加し、１億8,541万2,000円、説明資料に

つきましては24ページに記載してございますが、商工会が発行するプレミアム商品券発行

事業に係ります経費を追加する内容でございます。 

 ８款土木費、２項道路橋梁費、２目道路維持事業費4,000万円を追加し、１億5,339万円、

説明資料につきましては24ページに記載してございますが、道路維持改修等に要する経費

を追加するものでございます。 
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 ３目道路建設補助事業費400万円を追加し、４億5,148万円、説明資料につきましては24、

25ページに記載してございますが、平成29年度に新規着工する２路線にかかわります調査

測量設計委託料を追加する内容でございます。 

 ４項都市計画費、２目公共下水道費417万6,000円を減額し、１億7,781万3,000円、繰越

金を減額する内容でございます。 

 次のページをごらん願います。５項住宅費、１目住宅管理費1,150万円を追加し、１億

610万7,000円、説明資料につきましては25ページに記載してございますが、外壁改修等に

係る経費を追加する内容でございます。 

 10款教育費、６項保健体育費、２目社会体育施設費627万円を追加し、9,999万8,000円、

説明資料につきましては25ページに記載してございますが、総合スポーツセンター２階暗

幕の自動開閉装置改修に係る経費を追加する内容でございます。 

 12款１項公債費、１目元金94万9,000円を追加し、５億8,194万2,000円、２目利子211万

5,000円を減額し、7,760万2,000円、それぞれ説明資料につきましては26ページに記載して

ございますが、利率の変更に伴います追加、減額の内容でございます。 

 13款諸支出金、１項１目過年度支出金13万3,000円を追加し、815万3,000円、説明資料に

つきましては26ページに記載してございますが、平成27年度国庫負担金の確定に伴いまし

て追加する内容でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ３番、差間議員。 

〇差間議員 質問いたします。 

 補正予算の14ページ、８款土木費の５項住宅費、工事請負費ということで補正組んでお

りますが、外壁が補修されているということで、この件に関して公営住宅を利用している

住民のほうから苦情が来たのか、それともこれは誰かから教えられてこういった工事をし

ているのか。というのは、住んでおられる方がうちの壁どうにかならないかということで、

私のところにもちょっと相談が来ていたのですけれども、どうも本人も直接役場のほうに

連絡したふうもないのですけれども、これは施設課のほうとしてはどういうふうに住んで

いる方とお話をしているのかお聞きいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

 住宅の改修事業につきましては、本年から始まりました後期まちづくり計画等でも年次

的に一般的な修繕、今回補正として提案させていただきましたのは外壁の改修ということ

で提案をさせていただきました。これのみならず、例えば屋根の塗装ですとか、そういっ

たものを年次的に今後５年間で予定をしている内容、そういった意味合いを持ちまして、

まず修繕については計画的にやっていきたいという意向を持ってございます。こちらの外
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壁の改修、今回補正を上げさせていただきましたのは北町の改良住宅及び南町の特定公共

賃貸住宅に当たるものでございますけれども、こちらも老朽度合いというものは以前から

町のほうで把握をしておりまして、いずれかの場面ではやらなければならない場所という

ふうにみずからが把握をしておりました。その中におきまして今侵食、老朽ぐあいが非常

に激しくなってきたということを踏まえ、早急な補修が必要という判断に至りまして今回

提案をさせていただいたという次第でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 外壁が落ちているということで、住民がみずから落ちてきた外壁を整理する

というのですか、そういったこともやられていたようですが、そこら辺は施設課としては

これはそういった事情はつかまえていたのかどうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 今回補正として提案をさせていただきました北町と南町の外壁について

は、外壁自体が剥離をしている部分ではございません。内部侵食によりまして表面が劣化

しているですとか、基礎の部分のコンクリートがひび割れているですとか、そういった内

容のものでございます。場所によって、例えば昨年でしたら吉野地域におきましてコンク

リート壁のモルタルが落下したですとか、今回の台風におきましてもそういったモルタル

壁が落下して町民の方、入居されている方のご報告によってというような場面はございま

すけれども、そういった場合におきましては入居された方のご協力もいただきますが、最

終的な処分、撤去等につきましては町が行うものというふうに認識をして対応していると

ころでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 入居されている方も不安な心持ちでいると思います。そこら辺よくお話しし

て対応するようにお願いいたします。 

 それと１件、現場に行ってみますと、これなかなか難しい問題なのですけれども、住ん

でおられる方が附属の建物を建てておられるようです。今回もう２度ほど強い台風、今現

在も近寄っておりますけれども、また台風、それから崩れてくる低気圧等が来ないとも限

りません。住民の方に危険を及ぼすようなそういう附属家については、町としてはどうい

う考えでいるのかお聞きいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 入居されている方に対しての附属の建物、そちらにつきましてはご承知

のとおり我々が、町が管理するものとは一線を画しておりまして、入居者の方の責任にお

いて設置を認めているものでございます。今台風のような場面におきましてその状況が非
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常に危険な状態になりましたときには、こちらも入居者の方には安全な措置、撤去ですと

か補修ですとか、まずは応急的な防護措置ですとか、そういったものをお願いするような

対応を心がけてまい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 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 ３点ほどお聞きしたいと思います。 

 予算の11ページ、認可保育園運営費、説明資料20ページのほうにはしらかば保育園の賃

金について職員の減員及び特別支援を必要とする園児の入園に対しということで追加補正

ということになっておりますが、職員の減員ということであれば給与削減が出てくるので

ないかなと思うのです。あと、当初予算でも結構臨時賃金を計上しておりますけれども、

今回の臨時保育士の賃金は何名なのですか。それと、現在何名いて、何名追加するという

ことでやっているのかお聞きしたいと思います。 

 それから次に、同じページの老人福祉総務費の介護ロボットです。この介護ロボットと

いうのは、書いてあるのはある程度理解できるのですけれども、どういうものなのか具体

的にご説明いただきたいと思います。 

 それと、ロボットの事業費です。国から補助金がいただけるということなのですが、補

助率、事業費に対する補助の割合はどのぐらいなのかと。 

 それから、介護サービス事業所、浦幌でも何件かございますけれども、その辺ある程度

事業所全体を通してやっているのか、ただ希望があったからそこの事業所だけ国に要望し

たのか、その辺についてお伺いしたいと思います。 

 それと、もう一つですが、13ページのプレミアム商品券についてですが、プレミアム商

品券、昨年も大体同額で実施されたと思います。ただ、今回予算書を見ますと一般財源

1,300万円ということになっております。昨年は、正確な数字はわかりませんけれども、売

れ残ったと。再度また商工会のほうで売ったということでした。それで、昨年みたいに残

っているのに今年も同じぐらいの額を計上したという、その辺の理由についてお伺いした

いと。 

 それとあと、町内の商店がどのぐらい売り上げが向上されているのかと、これについて。

ということは、浦幌でいったら大型スーパーもこれを使えますよということでやっている

と思います。その辺について調査しているのか、商工会のほうに聞いているのか、その辺

まとめてお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 それぞれ４件について答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまの安藤議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、認可保育園運営費の賃金の関係でございます。この賃金につきましては、今年の

３月に幼稚園教諭、それから保育士の資格を持っている職員が退職されたということで、

この１名の補充ということで３月に公募をかけましたが、応募者がいなかったというよう
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な内容でございます。そのため、しらかば保育園の職員が本来６名いたところ、５名の体

制で現在行っております。その１名減員の体制をカバーするために、長期臨時職員の雇用

ということで今回補正をかけさせていただきました。また、特別支援を必要とする園児の

入園ということで、中途でこの特別支援を必要とする園児が１人入園されたというような

内容でございます。 

 それから、老人福祉総務費の介護ロボットの関係でございますが、この介護ロボットと

いうものにつきましては介護事業所、サービス事業所等で日常生活支援における移乗支援、

それから移動支援等で利用する介護ロボットでございます。今回要求されます介護ロボッ

トにつきましては、入所者の移乗支援を行う介護ロボットでございまして、介護従事者が

ロボットスーツを着用して、そのロボットのアシストを受けて介護職員が足や腰に負担を

かけないように介護をするというような介護ロボットでございます。ですから、ロボット

といいましても人のような形をしているようなものではなくて、あくまでもロボット技術

を活用した介護機器というような中身でございます。 

 それから、事業費につきましては、今回要求されます事業費につきましては約210万円ぐ

らいの介護ロボットでございます。そして、補助金につきましては、これは国の事業でご

ざいますので、国のほうから補助の上限額が92万7,000円というふうに上限額が決まってお

ります。また、この該当になる介護サービス事業所、町内にもありますけれども、その事

業所には案内を出しまして、その案内を出した事業所から今回介護ロボットを導入したい

というような要望がありまして、国のほうに要求していたような内容でございます。 

 以上です。よろしくお願いします。 

〇田村議長 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、プレミアム商品券に関しましてのご質問にお答えしたいとい

うふうに思います。 

 まず１点、昨年売れ残っていたという状況の中で、また今年も同じ発行規模にするのか

ということでございます。議員おっしゃいましたとおり、最終的には6,000セット全て完売

をしております。そういったところから、消費喚起につなげるという意味では同規模のセ

ット数を販売して地域の商工業に貢献したいという部分ありまして、同じセット数を発行

するということで予算を組んでいるということでございます。 

 また、商工会からの要望もありまして、昨年に引き続きさらにいろいろ工夫しながら消

費喚起につなげたいという意見もありましたので、そういったことも総合的に踏まえまし

て、今年については6,000万円のプレミアム20％という部分と事務経費ということでのプレ

ミア部分と事務経費という部分について予算を組まさせたということでございます。 

 また、町内の商店、どれぐらいの売り上げ効果があったのかということでございますけ

れども、町としては直接試算は行っておりませんが、商工会といたしましては昨年の結果

を踏まえ、購入者からのアンケートをもとに推測した結果ということで、報告書をもらっ

てございまして、その中では昨年度に限っては380万円程度の経済効果があったというよう
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な形で試算をされております。 

 それから、大型スーパー、それから町内の商店の売り上げの割合はどれぐらいかという

ことでございますけれども、これも昨年の27年度のプレミアムの結果によりますけれども、

全体を100といたしましたときに大型店３店に係る割合というのは33.4％ということで報

告を受けているところでございます。 

 以上です。 

（何事か声あり） 

〇田村議長 産業課長。 

〇岡崎産業課長 済みません。失礼しました。漏れておりました。財源につきましては、

昨年度はおっしゃったとおり国の交付金、それから道の補助金がありましたので、町の単

費というのは非常に少なかったのですけれども、今回は町の単独事業ということで、全て

一般財源を持ち出して行いたいというふうに考えてございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 まず、最初の認可保育園のほうなのですが、当初予算でこれ５名しか組んで

いなかったのか、それとも６名の定員なのに６名組まないというのは私はおかしいのでは

ないかなと思いますけれども、その辺についてお答えお願いしたいと思います。 

 それと、介護ロボットについて、各事業所に案内を出したということですが、本当これ

出しているのかどうなのかというか、聞いていないというところもあったものですから、

その辺についてちょっとお伺いしたいと思います。 

 それと、プレミアム商品券、商工会ではこれだけ6,000セットということできたというこ

とですが、これ単独費でやるのであれば少し町のほうも考えていかないとだめでないかな

と。言われたとおりにただもうどんどん予算計上するということにはならないのではない

かなと、私はそう思いますけれども、その辺町長、どういうふうに考えておりますか。 

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 ただいま安藤議員の質問にお答えします。 

 認可保育所の賃金の関係でございますけれども、27年度職員が６名、それから今年につ

いては５名というような内容で、予算分につきましては今回退職しました職員につきまし

ては今年の２月に退職の意向を示したということで、それで当初の予算の計上ができなか

ったというような内容でございます。 

 また、老人福祉総務費の介護ロボットでございますが、介護ロボットにつきましては浦

幌町に関係する事業所、このロボットの対象となる事業所に案内を出しまして、そして導

入の意向を確認しております。 

 以上です。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 プレミアム商品券のことでございます。このプレミアム商品券、昨年は国の
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政策として行っておりまして、それが1,200万円の政策で行いました。これに対しては、国

として地方経済の消費喚起ということで行ったわけでありまして、一般財源はごく限られ

た部分で行いました。このたびもう一度1,300万円の事務費も入れて町単費でやろうという

ことでありまして、そういうことで今までの昨年と違って町単独でやっていきたいという

ふうに考えて、このたびは計上させていただきました。このプレミアム商品券については、

商工会と常に話しておりまして、浦幌町で行うのは第10回目のこのたびの商品券の発売と

いうことになります。私は、常に言っているのはプレミアム商品券というのはあくまでも

町の商工事業者に対するカンフル剤としての役割を果たしているのだということで、ぜひ

このプレミアム商品券を活用しながら町の商工会の皆さんがみずからの知恵と努力でさら

なる商店の活性化を図ってもらいたいということを常に申し上げて、プレミアム商品券を

組んでまいりました。私も昨年1,200万円のプレミアム商品券を打ちましたけれども、この

たびも予算として1,200万円組ませていただきました。２年連続で1,200万円組ませていた

だきました。その際には、やはり同じことでありまして、これはカンフル剤であって、恒

常的な予算と枠組みであっては困るということで、本来であれば当初予算に組むべきとこ

ろでありましたけれども、あえて当初予算に組まなかったというのはそういう意味合いも

含めて、カンフル剤を常備薬として考えていただいては困る。常にやはりこのプレミアム

商品券をてこにして個々の店の活性化、そして知恵、そういうものを出していただきたい。

これがなければ売り上げが減るとか、そういうことではなくて、これを基礎にして売り上

げを伸ばしていくという使い方をしてもらわないと困りますよという話もさせていただき

ました。そういう面では、昨年と今年の予算計上の中でどのように商店街、また商工会含

めて知恵を出していただくか、それがこのたびの２年続けてやったことによってある程度

成果がもう既にわかってくるのではないかというふうに期待をしているところでありまし

て、商工会のほうからは昨年の国でやった事業の成果というものはそれぞれ数字で出して

もらいましたけれども、私どもとしては数字以上のものをぜひ求めていきたいということ

であります。そういう面では、これまで行ってきた、今年で10回目の商品券の発売になり

ますけれども、このたびである程度の結果を示してもらいたい。また、示さなければなら

ないのではないかというふうに思っておりまして、このたびである程度の結果を私どもと

しては、行政としては見たいということは商工会に申し上げている、そういうところであ

ります。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 わかりました。 

 介護ロボットの関係、これ平成27年補正予算と。国の補正予算で行われているというこ

とですが、これは今回だけですか。これからもあるのですか。 

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 ただいまのご質問ですけれども、28年度の国のほうの予算でも介護
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ロボットについては事業を予定しております。ただし、補助の上限額が現在の上限額より

もかなり低くなるというような内容でございまして、その辺につきましては国のほうから

正式な通知というものを受けましたら、また対象の各介護サービス事業所のほうに案内を

通知したいと思っております。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 13目諸費、委託料、コミュニティバス運行委託料についてお聞きしたいと思

います。 

 資料19ページですけれども、コミュニティバスに移行することによっていろいろな変更

点が出ておりますけれども、このような変更になったというような理由があったと思うわ

けですけれども、そのことについてお聞きしたいと思います。 

 また、パブリックコメントを受けておりますが、パブリックコメントについてご説明を

いただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 これまでの経過ですけれども、市街地を循環するバスということで住民の足を確保する

ということで、平成25年度と、それから平成26年度にそれぞれ実証調査を行ってまいりま

した。その結果に基づきまして、毎日運行することはその頻度からいっても難しいのかな

ということで判断いたしまして、最終的には患者輸送バスと、それから留真温泉へのバス、

それと再編しまして市街地の循環バスを含めたバスを運行するということで、これまでの

実証結果に基づきまして決定したところでございます。 

 また、パブリックコメントの関係ですけれども、こういった実証結果に基づきまして、

それぞれこれから運行するコミュニティバスの運行路線の関係、それから運行日や時間の

関係とか、これまで行ってまいりましたＪＲの乗降調査結果や、それからバスの乗降調査

結果等を踏まえながら行いまして、この３月10日から４月８日までの間で各施設におきま

して縦覧できるような形でパブリックコメント、それからホームページのほうでも資料を

ごらんいただくような形で進めてまいりました。結果的には、住民の方々からは特に意見

はございませんでした。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 以前実証実験、実証試験やっているときに地元の商店の方からもう少し商店

街の活用も図れるような形にしてほしいのだよねというような要望があったのですけれど

も、商工会からそのような申し入れというか、今回こういう運行するに当たって商店街へ

の配慮ということでの申し入れはあったのか、なかったのか、まずそれに対応するべく何

か路線面で考えがあるのかどうか聞きたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまのご質問ですけれども、最終的にパブリックコメン

ト、これは前段で商工会ともこの路線の形につきまして協議を行っております。当初は、

市街地循環の形でいきますとコスミックホールを出発しまして、南方向に向かいまして、

その後町立診療所を経て、それから北方向に回るという形で行っているわけなのですけれ

ども、その中でも部分的に道道本別浦幌線の本通りを走らない中で、裏通りを通るような

形で当初は予定をしていたわけなのですけれども、できればメーン通りを走ってほしいと

いうことで商工会からも要望がございましたので、そういったことで今回の運行計画では

メーン通りをそれぞれ道道本別浦幌線を主として南方向、それから北方向とを回るような

運行路線で現在進め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 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第81号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１５ 議案第８２号 

〇田村議長 日程第15、議案第82号 平成28年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予

算を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 議案書15ページをごらん願います。あわせまして説明資料は27ページか

ら29ページをごらん願います。議案第82号 平成28年度浦幌町国民健康保険事業特別会計

補正予算。 

 平成28年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第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73万7,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ９億6,119万1,000円とする。 
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 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成28年９月５日提出、浦幌町長。 

 次の16ページ、17ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに18ページ、19ページの歳入

歳出補正予算事項別明細書、１、総括は省略をさせていただきます。 

 20ページをお開き願います。今回の補正は、額の確定及び精算見込みによる補助金等の

補正並びに国保制度改革に伴う経費の追加補正でございます。 

 ２、歳入、２款国庫支出金、１項国庫支出金、１目療養給付費等負担金460万円を追加し、

１億5,605万3,000円。 

 ２項国庫補助金、２目国民健康保険制度関係業務準備事業補助金32万4,000円を追加し、

32万4,000円。 

 ３款１項１目療養給付費等交付金316万3,000円を減額し、903万8,000円。 

 ７款１項共同事業交付金、１目高額療養費共同事業交付金172万6,000円を減額し、

3,027万4,000円。 

 ２目保険財政共同安定化事業交付金869万1,000円を減額し、２億209万3,000円。 

 ８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金2,505万9,000円を減額し、7,679万

円。 

 21ページをごらんください。２項１目基金繰入金1,500万円を減額し、ゼロ円。 

 ９款１項１目繰越金4,945万2,000円を追加し、5,445万2,000円。 

 22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

42万8,000円を追加し、2,729万5,000円、こちらは補正予算説明資料28ページに記載のとお

り、国保制度改革に伴う事業経費の追加でございます。 

 ４款１項１目前期高齢者納付金２万1,000円を追加し、５万7,000円、額の確定によるも

のでございます。 

 ９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金28万8,000円を追加し、78万

8,000円、額の確定によ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。 

（「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） 
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〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１６ 議案第８３号 

〇田村議長 日程第16、議案第83号 平成28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。 

〇山本町民課長 議案書23ページをお開き願います。あわせまして説明資料は30ページを

ごらん願います。議案第83号 平成28年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算。 

 平成28年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計補正予算（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22万3,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ8,350万6,000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28年９月５日提出、浦幌町長。 

 24ページでございます。第１表、歳入歳出予算補正並びに25ページ、歳入歳出補正予算

事項別明細書、１、総括は省略をさせていただきます。 

 26ページをお開き願います。２、歳入、３款１項１目繰越金22万3,000円を追加し、22万

4,000円、精算に伴う追加補正でございます。 

 ３、歳出、２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金２万4,000円を追加し、7,201万

1,000円。 

 ３款諸支出金、２項繰出金、１目他会計繰出金19万9,000円を追加し、20万円、いずれも

精算に伴う追加補正でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 
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〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１７ 議案第８４号 

〇田村議長 日程第17、議案第84号 平成28年度浦幌町介護保険特別会計補正予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 議案書27ページをお開き願います。あわせまして説明資料は31ページか

ら33ページをごらん願います。議案第84号 平成28年度浦幌町介護保険特別会計補正予算。 

 平成28年度浦幌町の介護保険特別会計補正予算（第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2,200万2,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ６億9,138万5,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成28年９月５日提出、浦幌町長。 

 28ページ、29ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに30ページ、31ページの歳入歳出

補正予算事項別明細書、１、総括は省略をさせていただきます。 

 32ページをお開き願います。今回の補正予算につきましては、説明資料31ページから33ペ

ージに記載のとおり、高額医療合算介護サービス費の増額に伴う補助金等の追加及び介護

予防事業として介護予防教室を実施するための追加補正が主な内容でございます。 

 ２、歳入、２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金８万1,000円を追加

し、１億515万円。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金９万3,000円を追加し、5,158万7,000円。 

 ２目地域支援事業交付金23万4,000円を追加し、1,175万9,000円。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金５万円を追加し、8,958万5,000円。 

 ３項道補助金、１目地域支援事業交付金14万6,000円を追加し、590万8,000円。 

 ４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金11万3,000円を追加し、１億6,777万

1,000円。 

 ２目地域支援事業交付金32万8,000円を追加し、525万3,000円。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金20万3,000円を追加し、１億1,691万

3,000円。 

 ２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金33万2,000円を追加し、65万2,000円。 

 ７款１項１目繰越金2,042万2,000円を追加し、2,045万2,000円、額の確定による繰越金

の追加でございます。 
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 続きまして、34ページをお開き願います。３、歳出、２款保険給付費、３項１目高額医

療合算介護サービス等費40万6,000円を追加し、240万6,000円、説明資料31ページに記載の

とおり、高額医療合算介護サービス費の増による追加でございます。 

 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、２目一般介護予防事業

費117万4,000円を追加し、817万6,000円、説明資料32ページに記載のとおり、高齢者が介

護状態になることの予防事業として介護予防教室を実施するための経費の追加でございま

す。 

 ５款１項基金積立金、１目介護給付費準備基金等積立金422万6,000円を追加し、425万

3,000円、精算によるものでございます。 

 ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金929万1,000円を追加し、929万

2,000円、精算による補助金の返還金でございます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金690万5,000円を追加し、690万6,000円、一般会計への繰

出金でございます。 

 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１８ 議案第８５号 

〇田村議長 日程第18、議案第85号 平成28年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 36ページをごらん願います。あわせまして説明資料34ページをごら

ん願います。議案第85号 平成28年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算。 

 平成28年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計補正予算（第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に歳入歳出それぞれ90万3,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ２億8,202万4,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成28年９月５日提出、浦幌町長。 

 37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38ページの歳入歳出補正

予算事項別明細書、１、総括につきましては省略させていただきます。 

 39ページをごらん願います。２、歳入、１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金958万8,000円を減額し、7,602万9,000円。 

 ２款１項１目繰越金1,049万1,000円を追加し、1,099万1,000円、前年度繰越金の確定に

伴うものでございます。 

 40ページをごらん願います。３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費90万3,000円

を追加し、4,969万9,000円。 

 今回の補正予算の内容につきましては、歳入は前年度繰越金の確定による補正、歳出は

診療所設備の小破修繕料、所長の研修会参加負担金及び消費税確定に伴う追加補正の内容

でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第85号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１９ 議案第８６号 

〇田村議長 日程第19、議案第86号 平成28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41ページをごらん願います。あわせまして説明資料は35ページ

をお開き願います。議案第86号 平成28年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算。 



 － 34 － 

 平成28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220万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ２億9,098万3,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成28年９月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。42ページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに43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。 

 このたびの補正につきましては、前年度繰越金の確定と消費税確定申告に伴う公課費、

住宅新築に伴う公共汚水桝新設に係る工事請負費につきまして追加補正をするものでござ

います。 

 44ページをごらん願います。５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金417万

6,000円を減額し、１億7,781万3,000円、一般会計からの繰入金の減額でございます。 

 ６款１項１目繰越金637万6,000円を追加し、687万6,000円、前年度繰越金の確定に伴う

追加でございます。 

 45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

140万円を追加し、606万1,000円、消費税確定申告に伴う追加でございます。 

 ２款事業費、１項１目下水道建設費80万円を追加し、6,367万4,000円、住宅新築に伴う

公共汚水桝新設に係る工事請負費の追加となってございます。 

 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86号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 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８７号 

〇田村議長 日程第20、議案第87号 平成28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。  
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 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。あわせまして説明資料36ページを

お開き願います。議案第87号 平成28年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算。 

 平成28年度浦幌町の個別排水処理特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ5,405万1,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成28年９月５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をさせていただきます。 

 49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、前年度繰越金の確定と消

費税確定申告に伴う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80万1,000円を減額し、

2,532万9,000円、一般会計からの繰入金の更正減でございます。 

 ５款１項１目繰越金90万1,000円を追加し、110万1,000円、前年度繰越金の確定に伴う追

加でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費10万円を追加し、55万9,000円、

消費税確定申告に伴う追加でございます。 

 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87号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２１ 議案第８８号 
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〇田村議長 日程第21、議案第88号 平成28年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 議案書の50ページをごらん願います。あわせて説明資料37ページをお開

き願います。議案第88号 平成28年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算。 

 平成28年度浦幌町の簡易水道特別会計補正予算（第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1,210万円を追加し、歳入歳出の総額を

歳入歳出それぞれ４億1,716万5,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成28年９月５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、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。このたびの補正につきましては、前年度繰越金の確定と消

費税確定申告に伴う追加並びに浄水場施設の修繕、新規接続戸数増加のための量水器購入

に係ります追加補正をするものでございます。 

 ２、歳入、３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金278万9,000円を追加し、

１億5,592万円、一般会計からの繰入金の追加でございます。 

 ４款１項１目繰越金931万1,000円を追加し、981万1,000円、前年度繰越金の確定に伴う

追加でございます。 

 54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

840万円を追加し、3,575万7,000円、消費税確定申告に伴う追加でございます。 

 ２目施設管理費300万円を追加し、6,790万8,000円、説明資料に記載してございますとお

り、厚内浄水場ろ過池水位検出用の電極並びに幾千世浄水場浄水池水位計等が故障したこ

とに伴います修繕料の追加でございます。 

 ２款１項事業費、１目給水事業費70万円を追加し、１億4,310万2,000円、新規接続戸数

増加のための量水器購入に係ります原材料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。 
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 これより議案第88号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２２ 同意第２号 

〇田村議長 日程第22、同意第２号 浦幌町教育委員会の委員の任命につき同意を求める

こと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。 

 町長。 

〇水澤町長 同意第２号 浦幌町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについ

て。 

浦幌町教育委員会委員山本盛は、平成28年９月30日をもって任期満了となるので、浦幌

町教育委員会委員に次の者を任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第４条第２項の規定により議会の同意を求める。 

 平成28年９月５日提出、浦幌町長。 

 記、氏名、皆川隆信、生年月日、住所につきましては記載のとおりであります。 

 皆川隆信氏につきましては、教育文化に対しまして十分な見識を有している方でありま

して、教育委員として適任と考えるものでありますので、このたび退任される山本盛氏の

後任として皆川氏を任命していただきたく、議員の同意を求めるものであります。議員の

皆様には同意していただきたく、よろしくお願い申し上げます。 

 また、任期につきましては、平成28年10月１日から平成32年９月30日までであります。 

 なお、このたび退任されます山本盛氏につきましては、平成17年の10月12日より３期12年

にわたりまして教育委員を務められております。また、平成26年10月１日からは委員長職

務代理者として教育行政に多大なご貢献をいただきました。改めて感謝とお礼を申し上げ

るところであります。 

 以上、提案させていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、これより質疑、討論を省略し、同意第２号を採決

いたします。 

本件はこれに同意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、同意第２号は同意することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第２３ 諮問第１号 
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〇田村議長 日程第23、諮問第１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１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。 

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28年９月５日提出、浦幌町長。 

 記、氏名、伊藤光一氏、生年月日については記載のとおりであります。 

 現在人権擁護委員を務めていただいております伊藤光一氏につきましては、平成28年

12月31日をもって任期満了となりますことから、浦幌町で司法書士、行政書士事務所を開

業しており、人格、識見ともに高く、広く社会の実情に通じておられまして、人権擁護に

ついて深いご理解のある方でありますので、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年間でありますので、よろしくお願いを申

し上げます。 

 以上、提案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１号は、伊藤光一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。 

 伊藤光一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） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についての件は、伊藤光一氏を適任で

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。あすから９月８日までの３日間、議事の都合により休会とし、９

月９日午前10時から本会議を開くことにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、あすから９月８日までの３日間、議事の都合により休会とし、９月９日午前10時

から本会議を開くことに決定をいたしました。 
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    ◎散会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 ０時２３分 


