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令和元年第４回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

令和元年１２月２日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 ３時５４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 承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて 

              （令和元年度浦幌町一般会計補正予算） 

 日程第 ７ 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて 

              （令和元年度浦幌町一般会計補正予算） 

 日程第 ８ 議案第７３号 浦幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

              の制定について 

 日程第 ９ 議案第７４号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行 

              に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

 日程第１０ 議案第７５号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る 

              ための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例 

              の整理に関する条例の制定について 

 日程第１１ 議案第７６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１２ 議案第７７号 浦幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の 

              一部改正について 

 日程第１３ 議案第７８号 浦幌町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正につ 

              いて 

 日程第１４ 議案第７９号 浦幌町町有住宅使用管理条例の一部改正について 

 日程第１５ 議案第８０号 浦幌町道路占用料徴収条例の一部改正について 

 日程第１６ 議案第８１号 浦幌町給水条例の一部改正について 

 日程第１７ 議案第８２号 浦幌町下水道条例の一部改正について 

 日程第１８ 議案第８３号 浦幌町個別排水処理施設管理条例の一部改正について 

 日程第１９ 議案第８４号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について 

              （浦幌町留真温泉） 

 日程第２０ 議案第８５号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について 
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              （北栄地域会館） 

 日程第２１ 議案第８６号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について 

              （南町福祉館） 

 日程第２２ 議案第８７号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について 

              （宝町福祉館） 

 日程第２３ 議案第８８号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について 

              （光南福祉館） 

 日程第２４ 議案第８９号 令和元年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第２５ 議案第９０号 令和元年度浦幌町町有林野特別会計補正予算 

 日程第２６ 議案第９１号 令和元年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算 

 日程第２７ 議案第９２号 令和元年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 日程第２８ 議案第９３号 令和元年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第２９ 議案第９４号 令和元年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算 

 日程第３０ 議案第９５号 令和元年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算 

 日程第３１ 議案第９６号 令和元年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算 

 日程第３２ 議案第９７号 令和元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  沼  尾  昌  也     ２番  栗  山  博  文 

    ３番  高  橋     匠     ４番  伊  藤  光  一 

    ５番  澤  口  敏  晴     ６番  安  藤  忠  司 

    ７番  福  原  仁  子     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   山  本  輝  男 

 

    町 部 局 

     総 務 課 長   獅 子 原  将  文 

     まちづくり政策課長   岡  崎  史  彦 

          町 民 課 長      鈴  木     広 
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     保健福祉課長   廣  富  直  樹 

          産 業 課 長      小  川  博  也 

     施 設 課 長   早  瀬     実 

     上浦幌支所長   山  本  浩  宣 

     会 計管理者   正  保     操 

          診療所事務長      新  川  寿  雄 

 

    教育委員会 

          教  育  長      久  門  好  行 

     教 育 次 長   熊  谷  晴  裕 

 

    農業委員会 

     会    長   小  川  博  幸 

          事 務 局 長      坂  下  利  行 

 

    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   小  島  師  紀 

     議 事 係 長   川  上  信  義 
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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令和元年第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 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。 

 安藤委員長。 

〇安藤議会運営委員長 議会運営委員長報告をいたします。 

 令和元年第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、正副議長出席のもと、提出される議案について理事者より説明を受け、日程及び運

営について協議をいたしましたので、報告いたします。 

 本定例会には、町長提出議案として承認２件、一般議案16件、令和元年度一般会計及び

各特別会計補正予算９件が提案されております。議会提出は、発議、発委等であります。

また、本定例会は年１回の日曜議会として執行機関のご理解をいただき、８日午後に一般

質問を行うこととしておりますので、多くの議員の質問を期待するところであります。以

上の内容を踏まえ、会期は本日から12月９日までの８日間でお願いいたします。 

 次に、本日の日程は、諸般の報告、常任委員会報告、行政報告に続き、承認第４号から

第５号までの２件、一般議案、第73号から第88号までの16件、補正予算につきましては一

般会計ほか各特別会計で第89号から第97号までの９件を予定しております。 

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

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

くお願い申し上げ、議会運営委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 会議録署名議員の指名 

〇田村議長 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期会議録の署名議員は、会議規則第126条の規定により、９番、阿部優議員、10番、森

秀幸議員を指名いたします。 
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    ◎日程第３ 会期の決定 

〇田村議長 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りをいたします。本定例会の会期は、本日から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。 

〇小島議会事務局長 諸般の報告をいたします。 

 今期議会の説明員につきましては、令和元年11月18日付で町長並びに教育委員会教育長、

農業委員会会長、代表監査委員に出席の要求をいたしております。 

 次に、令和元年10月10日から12月１日までの１の議長等の動静、２の議員の派遣結果報

告及び３の議長が決定した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、ごらん願います。 

 次に、４のその他の報告をいたします。監査委員から提出のあった令和元年８月分から

10月分の例月出納検査報告書及び令和元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、表彰の受賞について報告します。去る10月４日、総務大臣表彰規定により、町村

議会の議長として12年以上在職し、地方自治の発展に功労があったとして、田村議長が総

務大臣表彰を受賞しております。また、11月13日、全国町村議長会創立70周年記念式典が

挙行され、その席において浦幌町議会が記念表彰として改革先進議会表彰を受けました。

この表彰は、創立70周年の記念に他の範となる特に顕著な事績を残した町村議会のうち、

その取り組みが先駆けとなり、全国的に議会改革の機運を高めるに至った象徴的な団体を

特別に表彰するとして、全国の10の町村議会を選考し、道内からは浦幌町議会のほか栗山

町、白老町、福島町議会が受賞しております。なお、浦幌町議会の選考理由は、議員のな

り手不足問題に真摯に向き合い、ワールドカフェ方式による住民懇談会や住民アンケート

を経て、議員のなり手不足検証報告書を取りまとめ、法改正、制度改正を要する事項につ

いては意見書として国に提出したとされております。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

〇田村議長 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第５ 行政報告 

〇田村議長 日程第５、行政報告を許します。 
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 町長。 

〇水澤町長 行政報告を行います。 

 令和元年10月10日から令和元年12月１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、ごらんおきを願います。 

 ２の建設工事入札結果につきましては、第２養生橋ほか１橋耐震補強工事ほか８件であ

ります。 

 ３のその他について、空港経営改革に伴う帯広空港ターミナルビル株式会社の株式譲渡

について報告をいたします。民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律が

平成25年７月25日から施行され、同法に基づき民間の能力を活用した国管理空港等の運営

等に関する基本方針が同年11月１日に定められました。この空港経営改革は、現在滑走路、

ターミナルビル、駐車場など各施設の運営主体がばらばらであるものを地域の実情を踏ま

えた民間による経営の一体化などを進めることにより、航空需要の拡大等による地域活性

化、民間の資金と知恵等による利用者利便の向上などの効果を期待されるものです。これ

を受け、北海道では平成28年１月から関係自治体等の意見聴取を実施、同年５月に北海道

の空港経営改革に関する協議会を設置、同年12月26日には北海道における空港運営戦略の

推進を公表し、その中で国管理の新千歳、稚内、釧路、函館の４空港、北海道管理の女満

別空港、旭川市管理の旭川空港、帯広市管理の帯広空港の７空港について民間委託を目指

すこととしておりました。その結果、北海道エアポートグループが優先交渉権者として選

定され、本年10月31日に北海道エアポート株式会社と国、旭川市、帯広市及び北海道との

間で道内７空港特定運営事業等にかかわる実施契約が締結されました。これにより令和２

年１月15日から７空港一体のビル経営を開始し、同年６月１日より新千歳空港、同年10月

１日より旭川空港、令和３年３月１日より稚内、釧路、函館、帯広、女満別空港の運営事

業を開始いたします。一方、帯広空港ターミナルビル株式会社は、北海道、帯広市を初め

とする十勝管内の全市町村、航空会社、経済界、合わせて53名を株主に要する第三セクタ

ー方式の会社で、現在のとかち帯広空港の開港に伴い、空港ターミナルビル等の施設の管

理運営をする組織として昭和53年に設立されました。ビル施設については、事業開始日ま

でに株式譲渡により運営権者が譲渡を受ける予定とし、帯広市と株主の間で各株主の保有

する株式について株式譲渡予定契約を締結、事業者が決定した段階で帯広市が事業者に対

し同契約上の地位を譲渡することで事業者がビル施設事業者株式を取得することとしてお

りました。 

 今般事業者が決定し、実施契約が締結されたことに伴い、本年11月７日に帯広市と北海

道エアポート株式会社との間でビル施設等事業者株式譲渡予約契約にかかわる地位譲渡契

約を締結し、株式譲渡予約契約上の株式の譲り受け人としての地位並びに同契約により生

ずる権利及び義務が譲渡されました。本町においても現在52株を所有していることから、

譲渡することになり、１株３万451円、合計158万3,452円で譲渡するものであります。現在

株式譲渡の手続を進めており、来年１月７日には完了する見込みとなっております。 
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 以上、空港経営改革に伴う帯広空港ターミナルビル株式会社の株式譲渡についてのご報

告といたします。 

 次に、浦幌町高齢者等冬の臨時生活支援事業の実施について報告いたします。本町では、

原油価格の高騰が続き、家庭用灯油価格がおおむね100円を超えた場合の緊急支援対策とし

て、高齢者や障がい者などの低所得者世帯を対象に灯油購入経費の一部を助成する浦幌町

福祉灯油給付事業を平成26年度まで実施し、昨年度は一年を通して家庭用灯油価格の高騰、

高値が続き、住民生活に大きな影響を及ぼしている状況にあったことから、本格的な冬を

迎えるに当たり、燃料、暖房用器具及び冬期用衣類等の購入費用の一部を支援し、対象世

帯の経済的負担の軽減及び生活の安定を図ることを目的に協同組合ハマナス商店会が発行

する商品券１万円分を交付する浦幌町高齢者等冬の臨時生活支援事業を実施してまいりま

した。本年度につきましても、昨年に引き続き春から家庭用灯油価格が90円台の高値で推

移しており、これからの本格的な冬に向けて住民生活に大きな影響を与えることが懸念さ

れることから、浦幌町高齢者等冬の臨時生活支援事業を実施してまいりたいと考えており

ます。この支援事業は、本年度限りの措置として、対象世帯は昨年度と同様に令和元年度

分の住民税非課税世帯のうち65歳以上の一人世帯、または高齢者のみの世帯、要介護４ま

たは要介護５に認定された要介護者と同居し、介護している世帯、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及びひとり

親世帯としまして生活保護世帯を除く400世帯に対しまして１万円分の商品券を年内に交

付することができるように本事業の適切な執行に努めるとともに、町内の経済活性化につ

きましてもあわせて図るものであり、本定例会に関係予算を提案させていただいたところ

であります。 

 以上、浦幌町高齢者等冬の臨時生活支援事業の実施について報告といたします。 

 以上で行政報告を終わります。 

〇田村議長 これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第６ 承認第４号 

〇田村議長 日程第６、承認第４号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案書の１ページをごらん願います。あわせまして説明資料１ページ

をごらん願います。承認第４号 専決処分の承認を求めることについて。 

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

規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 令和元年12月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。専決処分書。 
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 地方自治法第179条第１項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

 令和元年10月23日、浦幌町長。 

 令和元年度浦幌町一般会計補正予算、次のとおり。 

 ３ページをごらん願います。令和元年度浦幌町一般会計補正予算。 

 令和元年度浦幌町の一般会計補正予算（第６回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ49万3,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ69億1,425万1,000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。 

 ４ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに５ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、

１の総括は説明を省略させていただきます。 

 ６ページをごらん願います。２、歳入、17款繰入金、２項１目基金繰入金49万3,000円を

追加し、５億8,073万6,000円、内容につきましては財政調整基金繰入金を追加するもので

ございます。 

 ３、歳出、４款衛生費、１項保健衛生費、５目医療対策費49万3,000円を追加し、１億

1,617万6,000円、内容につきましては説明資料に記載のとおり桜町歯科診療所のコンプレ

ッサー交換に要する費用を追加したものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより承認第４号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり賛成する方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は承認することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第７ 承認第５号 

〇田村議長 日程第７、承認第５号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 総務課長。 
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〇獅子原総務課長 議案書の７ページをごらん願います。あわせまして説明資料２ページ

をごらん願います。承認第５号 専決処分の承認を求めることについて。 

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

規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 令和元年12月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

 令和元年10月30日、浦幌町長。 

 記、令和元年度浦幌町一般会計補正予算、次のとおり。 

 ９ページをごらん願います。令和元年度浦幌町一般会計補正予算。 

 令和元年度浦幌町の一般会計補正予算（第７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60万1,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ69億1,485万2,000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。 

 10ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに11ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、

１の総括は説明を省略させていただきます。 

 12ページをごらん願います。２、歳入、17款繰入金、２項１目基金繰入金60万1,000円を

追加し、５億8,133万7,000円、内容につきましては財政調整基金繰入金を追加するもので

ございます。 

 ３、歳出、10款教育費、３項中学校費、４目スクールバス管理費60万1,000円を追加し、

5,532万6,000円、内容につきましては説明資料に記載のとおり豊北線スクールバスの暖房

装置修繕に係る経費を追加したものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより承認第５号を採決いたします。 

 本案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 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は承認することに決定をいたしました。 
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    ◎日程第８ 議案第７３号 

〇田村議長 日程第８、議案第73号 浦幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例の制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。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案書の13ページをごらん願います。議案第73号 浦幌町会計年度任

用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について。 

 浦幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を次のように定める。 

 令和元年12月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例。 

 本条例の制定につきましては、条文の朗読を省略し、説明資料により説明させていただ

きます。説明資料の３ページをごらん願います。１、制定の趣旨でございますが、地方公

務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、従来の非常勤職員制度が改め

られ、新たに会計年度任用職員制度が設けられたことから、本町で勤務する臨時、非常勤

の職員に同制度を適用するため、条例を制定するものでございます。 

 ２、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の要旨についてでございますが、

①の地方公務員法の改正につきましては大きく３つございます。１つ目には特別職、非常

勤職員の任用の厳格化、２つ目には臨時的任用の厳格化、３つ目には一般職、非常勤職員

に関する任用制度の明確化ということで、一般職の非常勤職員である会計年度任用職員に

関する規定を設け、その採用方法や任期等が明確化されました。 

 ②の地方自治法の改正につきましては、会計年度任用職員について期末手当の支給が可

能となるよう給付に関する規定が整備されました。 

 ３、条例の内容でございますが、①の第１条関係につきましては趣旨について規定して

おります。 

 ②の第２条関係につきましては、定義について規定しております。会計年度任用職員に

はフルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員があり、フルタイム会計

年度任用職員とは地方公務員法第22条の２第１項第２号に掲げる職員をいい、１週間当た

りの通常の勤務時間が常時勤務を要する職員、いわゆる正職員の１週間当たりの通常の勤

務時間と同一の時間である会計年度任用職員とし、現在の準職員はフルタイム会計年度任

用職員に移行いたします。また、パートタイム会計年度任用職員とは地方公務員法第22条

の２第１項第１号に掲げる職員をいい、１週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要す

る職員の１週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である会計年度任用職員とし、現

在の嘱託職員、臨時職員はパートタイム会計年度任用職員に移行いたします。 

 ③の第３条では、会計年度任用職員の給与について規定しており、具体的にはフルタイ
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ム会計年度任用職員の給与は給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間

外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地

手当をいい、パートタイム会計年度任用職員の給与は報酬及び期末手当をいう旨を規定し

ております。 

 次のページをごらん願います。④の第４条から第20条まででは、フルタイム会計年度任

用職員の給料、諸手当等について規定しており、具体的には表に記載のとおり第４条の給

料では行政職俸給表１を基本に１号給から180号給まで規定、第５条の号給では規則で定め

る基準に従い任命権者が決定する旨を規定、第６条の給料の支給から第13条の宿日直手当

まででは正職員に準ずる旨を規定、第14条では勤務１時間当たりの給与額算出の際の端数

処理について規定、第15条の期末手当では正職員に準じ年100分の260を支給することを規

定、第16条の勤勉手当では年100分の86.5を支給することを規定、第17条の寒冷地手当及び

第18条の特殊勤務手当では正職員に準ずる旨を規定、第19条及び第20条では勤務１時間当

たりの給与額及び給与の減額について規定をしております。 

 ⑤の第21条から第33条まででは、パートタイム会計年度任用職員の報酬、費用弁償等に

ついて規定しており、具体的には表に記載のとおり第21条の報酬では月額報酬の場合は基

準月額に当該パートタイム会計年度任用職員の１週間当たりの勤務時間を乗じ、正職員の

１週間当たりの勤務時間である38時間45分で除して算出、日額報酬の場合は基準月額を一

月の勤務日数である21日で除し、当該パートタイム会計年度任用職員の１日当たりの勤務

時間を乗じ、正職員の１日当たりの勤務時間である７時間45分で除して算出、時間額報酬

の場合は基準月額を１日当たりの勤務時間、７時間45分に一月の勤務日数である21日を乗

じた162時間45分で除して算出する旨を規定しております。 

 第22条の特殊勤務手当では正職員に準ずる旨を規定、第23条の時間外勤務手当では正職

員に準じて規定しておりますが、１日７時間45分に達するまでの時間外手当は割り増しの

ない額で支給するものでございます。 

 第24条の休日勤務手当から第26条の宿日直手当では正職員に準ずる旨を規定、第27条で

は勤務１時間当たりの給与額算出の際の端数処理について規定、第28条の期末手当では正

職員に準じて年100分の260を支給する旨を規定、ただし１週間当たりの勤務時間が著しく

少ないものとして規則で定めるものは除くこととしております。 

 第29条では報酬の支給、第30条では勤務１時間当たりの報酬額の算出方法、第31条では

報酬の減額、第32条では通勤に係る費用弁償、第33条では公務のための旅行に係る費用弁

償について規定しております。 

 ⑥の第34条では給与からの控除について、⑦の第35条では外国語指導助手の報酬につい

て、⑧の第36条では町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与について、⑨の第37条

ではこの条例の施行に関し必要な事項を町長が規則で定める旨を規定しております。 

 ４、施行期日でございます。この条例は、令和２年４月１日から施行するものでござい

ます。 
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 以上で説明を終わらせていただきます。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。 

 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 それでは、本条例案に対して６点ほど質問させていただきます。 

 まず、１点目、本条例の施行に伴って人件費が増額されると予定されておりますが、そ

の額は幾らぐらいになるのか教えていただけますでしょうか。 

 ２点目、先日新聞のチラシにこういうチラシがありました。職員募集、令和２年度浦幌

町職員を募集します。募集の職種及び人数としていろいろあるのですが、看護師２人（準

職員）となっているのです。これは令和２年度ですから、令和２年４月１日以降はフルタ

イム会計年度任用職員ということになるとは思うのですが、これは間違いということでよ

ろしいのかどうか。 

 ３点目、勤務条件の条例の制定はいつごろ予定されているのかということです。勤務条

件に関しては、地方公務員法で条例で定めなければいけないというふうになっています。

今回の会計年度任用職員の勤務条件、例えば育児休暇、そのような条件に関しては条例で

定める必要がありますので、その条例がいつ条例案は提案されるのかお聞きしたいと思い

ます。 

 次に、４点目、試用期間中の給与であります。会計年度任用職員は、毎年度末に任期が

切れることとなっております。その後更新されるとしても、法令上毎年１カ月間は試用期

間ということになっております。その試用期間中の給与に関しては減額されるのか、それ

とも通常どおりなのか、その点をお聞きしたいと思います。 

 次に、５点目、退職金についての確認であります。恐らく退職手当組合のほうで規定さ

れることで退職手当は支給されるのかなと思いますが、その点を確認したいと思います。 

 最後６点目、フルタイム会計年度任用職員の契約更新に関してですが、今の準職員とほ

ぼ同様に更新される予定なのか、その点をお聞きしたいと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまのご質問に順に答えさせていただきます。 

 まず、１点目の人件費の増額の関係でございますが、ただいまこちらのほうで試算して

いる段階では直接支払われる人件費で約2,500万円、それとそれに付随します社会保険等に

よりまして1,000万円、合計で3,500万円程度の増額を見込んでおります。 

 次に、職員募集のチラシの関係でございますが、チラシのほうに準職員と規定しており

ますのは本条例が、きょう条例提案するということがありまして、まだ条例が成立してい

ない状態でしたので、とりあえず準職員という形で募集をしておりまして、その後実際に

応募があった場合には、当然この条例が可決されましたらこういうことで会計年度任用職

員のほうに移行されるということをお伝えする予定としておりましたので、募集の段階で
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はまだ条例が制定されていなかったので、準職員という明記をしたということでご理解願

いたいと思います。 

 ３つ目の勤務時間の関係につきましては、我々のほうでは規則で制定することを予定し

ております。というのも、全国町村会のほうでも勤務時間等については規則で制定すると

いうことを予定しておりましたので、それに合わせて本町につきましても規則のほうでそ

れらについては制定、ただ育児休業については、この後条例改正で申し上げますけれども、

育児休業のほうに一般職の非常勤職員が入っていなかったものですから、それについては

別途条例改正をして、その部分についてはうたうような形になっております。 

 それから、４点目の試用期間の関係でございますが、試用期間、正職員であっても条件

つき任用期間というのがございますので、それにつきましては給与等の支給については特

に減額等されることなく、通常どおり支給がされるということになっております。 

 それから、５点目は退職金の関係でございます。退職金につきましては、フルタイム会

計年度任用職員については退職金を支給することが法律上もできておりますので、今まで

どおり退職手当組合に加入し、パートタイム会計年度任用職員については退職手当の支給

というものができないことになっておりますので、そちらについては退職手当の支給はご

ざいません。 

 申しわけありません。最後何でしたっけ。 

（「契約更新」の声あり） 

〇獅子原総務課長 契約更新ですね。ごめんなさい。準職員の契約更新に関しましては、

今までと同様に、特にこれといった手続等がなく、再度の任用という形をとろうというふ

うに考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 先ほど勤務条件は規則で定めるというふうになっているのですが、答弁いた

だきましたが、先ほど申し上げたとおり、地方公務員法第24条第５項、職員の給与、勤務

時間、その他の勤務条件は条例で定めるというふうに規定されております。この法律に反

するのではないのかなと思いますが、いかがですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

〇獅子原総務課長 そのように記載はされているのですけれども、その中の詳細について

は規則のほうで定めるということでよろしいというふうに私どものほうは認識しておりま

して、先ほども申し上げたとおり、そういったこともございまして、他町でもそうですし、

全国町村会のほうの例示されているものの中でも条例ではなく規則のほうで定められてお

りますので、そこの部分は法には触れないというふうには認識をしております。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

 伊藤議員、３回目ですので、なるべくまとめて言って、発言してください。 

〇伊藤議員 私としては、法律でこうやって条例で定めなければいけないのに何で規則で
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定めることができるかという、その理屈が全然わからないのです。例えば条例で規則に委

任するだとかいう規定もあればいいのですけれども、今回の条例案に関してもそのような

規定もないし、その点についてはもう一度確認いただいたほうがよろしいのではないでし

ょうか。 

 以上です。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件につきましては、本条例の一番最後、委任の部分で、こ

この部分でこの条例の施行に関して必要な事項という部分で、ここの中で網羅されること

ができるのではないかと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

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 ないようですので、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 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第９ 議案第７４号 

〇田村議長 日程第９、議案第74号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制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。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案書の23ページをごらん願います。議案第74号 地方公務員法及び

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につい

て。 

 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例を次のように定める。 

 令和元年12月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整理に関する条例。 

 本条例の制定につきましては、条文の朗読を省略し、説明資料により説明させていただ
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きます。説明資料の６ページをごらん願います。１、改正の趣旨でございますが、地方公

務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の制定に伴い、所要の整理をするため、関係

条例の一部を改正するものでございます。 

 ２、改正の内容でございますが、①の第１条関係につきましては浦幌町行政区設置条例

の一部改正で、法律の施行に伴い、行政区長は非常勤特別職に該当せず、地方公務員に任

免する必要もないことから、報酬及び費用弁償に関する規定を削除するものでございます。

なお、報酬を支給しないかわりにこれまでの報酬と同額を報償費から謝金として支給する

ことを予定しております。 

 ②の第２条関係につきましては、浦幌町交通安全指導員設置条例の一部改正で、法律の

施行に伴い交通安全指導員は一般職の会計年度任用職員に該当することから、身分に関す

る規定を改正するものでございます。 

 ③の第３条関係は、浦幌町防犯指導員設置条例の一部改正で、法律の施行に伴い防犯指

導員は一般職の会計年度任用職員に該当することから、身分に関する規定を改正するもの

でございます。 

 ここで特別職、非常勤職員の厳格化に伴う振り分けについてご説明をいたします。説明

資料の７ページをごらん願います。特別職、非常勤職員の厳格化に伴う振り分けのフロー

図及び地方公務員法の関係部分の抜粋になります。議案第73号においてご説明いたしまし

たが、地方公務員法の改正により非常勤特別職員の任用の厳格化がなされました。フロー

図にあるとおり、執行機関である委員会委員及び委員会の構成員、執行機関の附属機関で

ある委員及び委員会の構成員、非常勤の消防団員、水防団員、投票管理者、開票管理者等

につきましては、地方公務員法の規定に基づきそれぞれ非常勤特別職に該当いたしますが、

上記以外の職や要綱に根拠のある委員会等の委員については、附属機関に該当するか否か、

該当しない場合は第３号の特別職非常勤職員の要件に該当するか否かによります。この第

３号というのは、地方公務員法第３条第３項第３号のことで、この部分が今回厳格化され

た部分になります。具体的には説明資料８ページの（３）の部分になりますが、臨時また

は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者のうち専門的な知識、

経験等に基づき助言、調査及び診断等の事務を行う者に厳格化されたところでございます。

この第３号に該当する場合は非常勤特別職に該当しますが、該当しない場合は地方公務員

に任命する必要があるか否かを判断し、任命する必要がある場合は会計年度任用職員とし、

任命する必要がない場合は業務委託、有償ボランティアなどの私人に分類されるものでご

ざいます。 

 以上のことから、行政区長につきましては第３号に該当せず、また地方公務員に任命す

る必要がないことから、私人扱いとし、交通安全指導員、防犯指導員は第３号に該当せず、

地方公務員に任命する必要があることから、会計年度任用職員とするものでございます。 

 ６ページにお戻り願います。④の第４条関係は、浦幌町職員定数条例の一部改正で、法

律の施行に伴い一般職の会計年度任用職員が創設されたことから、定義に関する規定にお



 － 16 － 

いて同職員を除外することを加えて、改正するものでございます。 

 ⑤の第５条関係は、浦幌町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正で、

法律の施行に伴い一般職の会計年度任用職員が創設されたことから、報告事項に関する規

定において地方公務員法第22条の２第２号に規定する会計年度任用職員、いわゆるフルタ

イム会計年度任用職員は含め、地方公務員法第22条の２第１号に規定する会計年度任用職

員、いわゆるパートタイム会計年度任用職員は除外することを加えて、改正するものでご

ざいます。 

 ⑥の第６条関係は、公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正で、法律の施

行に伴い上限つき採用に関する規定が整備されたことから、引用する条項を改正するもの

でございます。 

 ⑦の第７条関係は、浦幌町職員の育児休業等に関する条例の一部改正で、法律の施行に

伴い一般職の会計年度任用職員が創設されたことから、育児休業等の対象となる職員の範

囲に関する規定を改正するものでございます。 

 ⑧の第８条関係は、浦幌町職員の給与に関する条例の一部改正で、法律の施行に伴い一

般職の会計年度任用職員が創設されたことから、同じ一般職である臨時的任用職員と同様

に給与に関する規定を追加するものでございます。 

 ３、施行期日でございます。この条例は、令和２年４月１日から施行するものでござい

ます。 

 なお、新旧対照表につきましては、説明資料９ページから15ページまでに記載しており

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。 

 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 お聞きしたいのですが、嘱託職員という方が何人かいるかと思います。その

嘱託職員はこの会計年度任用職員に該当するのかどうか、その辺ちょっとお聞きしたいと

思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 現行の嘱託職員につきましては、今後パートタイムの会計年度任用職

員のほうに移行する予定としております。 

 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） 
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〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第74号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１０ 議案第７５号 

〇田村議長 日程第10、議案第75号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等

を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制

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。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案書の28ページをごらん願います。議案第75号 成年被後見人等の

権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う

関係条例の整理に関する条例の制定について。 

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように定める。 

 令和元年12月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図

るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例。 

 本条例の制定につきましては、条文の朗読を省略し、説明資料により説明させていただ

きます。説明資料の16ページをごらん願います。１、改正の趣旨でございますが、成年被

後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の

制定に伴い、所要の整理をするため、関係条例の一部を改正するものでございます。なお、

本法律は成年後見制度の利用の促進に関する法律第11条第２号において、成年被後見人等

の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう成年被後

見人等の権利に係る制限が設けられている制度について検討を加え、必要な見直しを行う

ことと定められていることに基づき関係法律が整備されたものでございます。 

 ２、改正の内容でございます。①の第１条関係につきましては、印鑑の登録及び証明に

関する条例の一部改正で、印鑑登録証明事務処理要領の改正に伴い、印鑑の登録を受ける

ことができない者の成年被後見人等を意思能力を有しない者に改め、あわせて文言の整理

を行うものです。なお、今後成年被後見人から印鑑登録の申請を受けた場合は法定代理人

が同行し、かつ当該成年被後見人本人による申請があるときは当該成年被後見人は意思能

力を有するものとして印鑑登録の申請を受け付けることとするものでございます。 

 ②の第２条関係につきましては、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部
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改正で、地方公務員法の改正に伴い、欠格条項から成年被後見人または被保佐人の規定が

削除され、１号ずつ繰り上がることから、引用する条項を改正するものでございます。 

 ③の第３条関係につきましては、浦幌町職員の給与に関する条例の一部改正で、一般職

の職員の給与に関する法律の改正に伴い、成年被後見人または被保佐人に関して規定する

文言を削除するものでございます。 

 ④の第４条関係は、浦幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正で、児童福祉法の改正に伴い養育里親の欠格事由等から成年被後見人または被

保佐人の規定が削除され、１号ずつ繰り上がることから、引用する条項を改正するもので

ございます。 

 ３、施行期日でございます。この条例は、令和元年12月14日から施行するものでござい

ます。 

 なお、新旧対照表につきましては、説明資料17ページから21ページまでに記載しており

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。 

 10番、森議員。 

〇森議員 成年被後見人等の権利の制限にかかわる措置の適正化を図るということで今説

明をいただいたわけでございます。以前はこれ成年被後見人から今度は意思能力を有しな

い者に文言が変わるということなのでしょうけれども、これ役場の窓口において、この被

後見人という方は裁判所で判断をされた方で、通常は通知なり来ていると思うのですけれ

ども、例えば意思能力を有しない方が窓口に来られた場合というのはどのような対応をな

されていくのかちょっとお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 ただいまの件につきましてご説明をさせていただきます。 

 意思能力がない、被後見人の方につきましては、先ほど総務課長のほうから説明いただ

きましたとおり、後見人の方が同行していただくということで、なおかつ被後見人の方が

申請、意思表示を示されて、申請したいという意思表示をされた限りにおいては窓口担当

者が慎重に本人の意思を確認させていただいて、手続をとるということでございます。通

常の手続につきましては、基本的に条例上ご本人の方が来ていただくということになって

おります。ただ、疾病等の事情でご本人さんが来れないときにつきましては、代理人の方

に委任状を持ってきていただいて、申請の手続ができるというふうになっております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 今委任状ということは、これ被後見人の方においては後見人の方が同行すると

いうふうに認識しているのですけれども、こういう場合、意思能力を有しない方、委任状
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というのはこれ家族の方なのか、それとも本人の方はやっぱりこれとれないですよね、来

られても。その辺は私の解釈が混乱しているものですから、わかるようにちょっとお願い

いたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 被後見人の方の対応と意思能力を有しない方につきましてはちょっと対

応が変わるのですけれども、被後見人以外の方で意思能力があるかどうかの判定につきま

しては、ご本人さんが来る場合はその方にご本人さんであるかどうかの確認と当然その意

思があるかどうかの確認をさせていただきます。先ほど委任状ということは、ご本人さん

が来れないときにつきましては委任状を持ってきていただいて、家族の方とか代理の方が

申請をすることができます。ただし、その場合については本人の意思を改めて確認をさせ

ていただくために文書を本人さんに出しまして、回答をいただくということで、二重、三

重の確認作業をさせていただいております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 意味は半分理解したような、なのですけれども、これ仮に例えば今までの成年

被後見人を文言を残しておいて、またその後に意思能力を有しない者というような文言と

いうのはこれならなかったのでしょうか。この辺ちょっと一回確認しておきたいと思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 今回の改正につきましては、先ほど総務課長のほうから説明いただきま

した法律ですね、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律

の整備に関する法律の施行に伴いと、これがございまして、この法律の施行に伴いまして

成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されな

いよう成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度について検討を加えて、必

要な見直しを行うという、この規定に基づいて、国は印鑑登録証明事務処理要領というも

のを制定、つくっておりまして、この事務処理要綱が法律に伴って改正されました。成年

被後見人等という条項が削除されて、意思能力を有しない者という記述に変えなさいとい

う要領の改正が各地方自治体にございまして、それに基づいて今回条例を改正するという

内容でございます。 

〇田村議長 10番、森議員ですけれども、会議規則第55条ただし書きの規定により、発言

を許します。 

〇森議員 済みません。議長のお許しをいただいて、ありがとうございます。 

 そうしましたら、確認ですけれども、こういう成年被後見人というのは人権的なことも

ありますから、この文言を使ってはならないというような判断でしょうか。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 成年被後見人ということだけでいろいろな権利が制限されているという

ものにつきましては見直しなさい、検討しなさいという法律の内容でございますので、内

容的に意思能力を有しない者という文言に変えて、成年被後見人というだけでとることが

できないということではなくて、意思能力を有しない方については登録ができないという

ふうに今回は見直したという内容でございます。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 まず、４点ほど質問させてもらいます。 

 まず、成年被後見人であっても印鑑登録時に意思能力があれば印鑑証明書が取得可能に

なるという理解でよろしいのか。まず、１点目です。 

 ２点目、当該印鑑条例の第12条第３号において後見開始の審判があった場合は印鑑登録

を登録抹消しなければいけないという規定になっております。この規定との整合性をどう

考えているのか。 

 ３点目、先ほど成年被後見人が成年後見人と同行すれば印鑑証明書取得可能であるとい

う答弁がありましたが、成年被後見人の印鑑証明書を取得する必要性が全然全くわかりま

せん、私としては。なので、その必要性をどう考えているのかお聞きします。 

 あと、この成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律に

印鑑条例を改正しなければならないという規定があるのかないのか、その点をお聞きしま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 １点目につきましては、意思表示があれば登録できるのかどうかという

ことでございました。先ほどご説明させていただいたとおり、被後見人の方が申請をされ

て、後見人の方が同行をされると、そういう条件のもと担当者がご本人、被後見人の方に

登録する意思があるかどうかの確認をさせていただきます。その上で、被後見人の方が登

録する意思がある、しますという意思表示をされた場合は可能だというふうに判断をいた

します。 

 ２点目につきましては、12条の第３号の整合性につきましては、確かに文言として残さ

せていただいておりますが、今回改正する前は被後見人の方は登録ができないということ

で、直ちに通知が来ました時点で自動的に抹消ということになります。今回改正をさせて

いただいた後につきましては、被後見人の方の意思表示ができるかどうかの確認をとらな

ければいけないという作業が残りますので、通知が来た段階である程度の期間、ある程度

というか、ご本人さんのほうに通知を出して、ある程度の期間、今考えているのは14日以

内というふうに考えておりますけれども、来ていただいて、意思表示の確認をさせていた

だくという作業がどうしても必要になりますので、この条項を残させていただいておりま
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す。 

 第３点目の必然性があるのかどうかということでございますが、これにつきましては町

のほうでこの条項を変えたということは積極的に推奨しているということではなくて、あ

くまでも被後見人の方の人権という、権利の制限を除くという環境整備をしただけでござ

いますので、あとはご本人さんの意思でございますから、必然性はそういうようなふうに

考えております。 

 確かに被後見人の方が後見人の方によって代理でいろんな法律的な代行ができることに

はなっておりますけれども、あとは、さっきちょっと説明が重複するかもしれませんが、

被後見人の方の権利の制限をするかしないかという今話でございますので、権利の制限を

外しますと、そういう環境整備をするということでの条例改正でございますので、そこま

でのことにつきましてはあとはご本人さん、あと被後見人と後見人さんとのお話し合いと

か、そういうふうなことになるかと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 最後４点目の法律の中に印鑑登録の条例の改正をするべきかどうか書

いてあるかということでございますが、具体的にはそこまでのことは記載しておりません

が、先ほどからご説明しているとおり、あくまでも法律で制限かかっているものを外しま

すということがございまして、それに基づいて国のほうで、国で制定しています要領のほ

うが改定されたので、それに基づいて本町の条例も改正するという内容でございます。よ

ろしくお願いします。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 まず、そもそも成年被後見人は権利が制限されているのです。民法上成年被

後見人となった者は契約をしても後見人のほうで取り消されるという規定になっているの

です。ですから、成年被後見人が権利を制限されるのは当然のことなのです。なので、権

利の制限を廃止するだとか、そういう趣旨もわかるのですけれども、だから印鑑条例を改

正するという理由にはならないと思います。 

 それから、印鑑証明書を成年被後見人に発行する必要性が町としてはどのようにお考え

なのか。私としては被後見人に印鑑証明書を発行する理由が全く見当たらないのですけれ

ども、なぜ被後見人に印鑑証明書発行できるようにしたのか、その具体的な例えば事例だ

とか、そういうのを教えていただけますでしょうか。 

 以上です。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 先ほども説明させていただきましたが、法律に基づいて国が印鑑登録証

明事務処理要領というものを定めて、それに基づいて各地方自治体が印鑑の登録及び証明

に関する条例というものを制定しております。その国が定めております印鑑登録証明事務
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処理要領が今回のように改正になりましたので、それに基づいて今回改正をすると。その

大もとにつきましては、先ほど言ったような法律の改正があっての背景でございます。法

律の背景につきましては、必要性があるのかどうかという分については、あくまでも要領

の改正に伴って本町はそういう環境整備をしたということで、ご承知のことかと思います

けれども、ノーマライゼーションという考え方が根底にはございます。それに基づいて障

がいのある方についても、また障がいのない方と同等の生活をし、ともに生き生きと活動

できる社会を目指すという、厚生労働省もそういうふうに規定といいますか、考えを示し

ておりますので、障がいのある方、また障がいのない人と同等に生活ができるという、そ

ういう、また自己決定権も被後見人の方につきましては自己決定権の判断能力が不十分と

いう部分があるのは確かにそうなのですけれども、残された現有能力、ある能力を活用し

て、それをサポートしていく社会を目指すというようなことが法律の根底にはあるのだろ

うと思いますので、その法律に基づいて要綱が改正され、今回の条例改正という形になっ

たというふうに認識しております。 

（何事か声あり） 

〇田村議長 町民課長。 

〇鈴木町民課長 取得するかどうかというのは申請者の意思でございますので、それがで

きる環境に町の条例を改正すると。するかしないかは、あくまでも申請者の意思というこ

とになると思います。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 今の答弁でも私たちはよくわからなかったのだけれども、そうすると町とし

ては印鑑証明書は被後見人に発行する必要性というのは考えていらっしゃらないというこ

とでよろしいのかどうか。 

 次に、意思確認を二重、三重にするという答弁でしたが、そうすると結構負担になるで

はないですか。それだったら、この成年被後見人という条項残して、意思能力有しない者

という条項追加する方が私としては明確であり、よろしいのかなと思います。 

 ３点目、先ほど総務省からの要綱、要領によりこのように変えるということお話しされ

ていましたが、それに拘束されるのかどうか。 

 その３点お聞きします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 何度も同じようなことを説明する形になりますけれども、町としまして

は被後見人の方が申請する、しないということは、権利としてそういうものがあるという

国の、国といいますか、そういう流れがございますので、それに基づいて要綱が変わった

ものですから、それに基づいて改正をさせていただくと。ただ、その要綱につきましては

地方自治法の245条の４の第１項の技術的助言ということで町のほうに、各地方自治体のほ
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うに通知が来ておりますので、技術的助言に従って今回は改正をさせていただくというこ

とでございます。 

 以上でございます。 

（「拘束されるか」の声あり） 

〇鈴木町民課長 技術的助言に拘束されるかどうかということでございますが、印鑑登録

証明事務処理要領というものは各市町村が行政の合理化を図ると。国がそういうふうに判

断をして定めているものでございますので、各市町村はこの趣旨に基づいて改正するとい

うのが妥当かというふうに考えております。 

（「拘束されるのかどうか」の声あり） 

〇田村議長 町民課長。 

〇鈴木町民課長 技術的助言ということでございますので、その内容に各市町村が妥当性

を感じるかどうかということで、今回は内容的に妥当性、妥当だというふうに認識をさせ

ていただきましたので、条例改正という形をとらさせていただいております。 

〇田村議長 伊藤議員、３回の発言が終わりましたけれども、会議規則第55条ただし書き

の規定により発言を許します。 

 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 済みません。拘束されるのかされないのか、その点だけちょっとはっきりし

たいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 当然拘束されないと。あとはこちらの各市町村がどう判断するかという

ことだと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 引き続きこの件についてちょっと質問させていただきます。 

 ノーマライゼーションの考え方は非常に理解していますし、成年被後見人であることで

不当に差別されるということはあってはいけないことだなというふうに考えています。た

だ、意思能力のある、なしを町、自治体で判断するというのも非常に重い責任を負うのか

なというふうには思っておりまして、もちろん二重、三重に確認をするということではあ

ったのですけれども、なかなか出てきた場合に被後見人の方と後見人の方が同意して出し

たいと言ったときにはねるというか、あなた意思能力ないですよという判断をするのは非

常に難しいのではないかなというふうには思っています。印鑑登録、その方が何に使うか

というのはもちろんわかるわけではないですけれども、印鑑証明書ある、なしによっては

かなり高額の契約ができるようになるですとか、そういった問題も出てきますので、そこ

は結構慎重に議論をしていかなければいけないことなのかなというふうに考えているので

すけれども、そういったリスクについてはどうお考えですか。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 意思表示につきましては、先ほど説明させていただいたとおり、被後見

人の方の意思を確認する、それも後見人の方が同行していらっしゃるという条件つきで窓

口でまたその本人、被後見人の方に意思がありますかどうかの確認をさせていただく。明

確な意思確認がなければ当然それはできないことですので、そういうような慎重な対応を

させていただきたいと思っています。今リスクにつきましては、確かにそのようなリスク

があるというのはわかりますけれども、法律の趣旨はそこのリスクよりも権利の制限をし

てはならないという法律の趣旨なのだろうというふうに認識をしております。高齢者の方

とか障がい者の方につきましては、そのような判断能力が乏しい方は当然いらっしゃるわ

けで、そこを、言葉が適切かどうかわかりませんが、健常者の方々がそういう方々をサポ

ートしていくと、そういうような社会を目指そうというのが今流れでございますので、そ

ういうリスクは当然あるという前提で周りがサポートしていくということが必要になって

くる。当然ある意味大変な時代といえば大変なのですけれども、そういうような時代を目

指そうというのが流れでございますので、そこは法律の趣旨に従って、浦幌町としてそれ

を妥当だというふうに考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 ありがとうございます。 

 では、ちょっと表現が難しいところはあるのですけれども、後見人の方と綿密に相談の

上で印鑑登録を交付する、しないというのを決めていくというような理解でよろしいです

か。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 窓口に来る前に後見人の方と被後見人の方が当然相談をされてくるだろ

うという認識でおりますので、その上で窓口にいらっしゃる、それは後見人、被後見人の

方がそれぞれ思いを共有されて窓口に来るというふうに認識しておりますので、窓口のと

ころでそれぞれに聞くということではありませんが、慎重に対応するために改めて聞くと

いうことはあるかとは思います。 

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。 

 

    ◎動議の提出 

（「議長」の声あり） 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 
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〇伊藤議員 ただいまの議案に対しまして修正動議を提出いたします。 

〇田村議長 ただいま伊藤議員より修正するとの動議の発言がありました。 

 これに賛成する方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。 

 会議規則第16条の規定により、動議は成立いたしました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 

午前１１時２１分  休憩 

午後 １時００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１０ 議案第７５号（続行） 

〇田村議長 修正動議が提出されました。その写しは、配付のとおりであります。 

 お配りいたしました動議は、会議規則第17条の規定により、１人以上の発議者がありま

すので、成立をいたしました。よって、これを原案とあわせて議題といたします。 

 修正案の提案理由の説明を求めます。 

 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 修正理由を以下のとおり述べます。 

 修正理由。まず、第１点目、意思能力を有しているか否かの判断を瞬時に行うことは困

難であります。まず、意思能力を有していない者の代表的な例は被後見人であります。民

法第７条により、事理を弁識する能力を欠く状況にある者は後見開始の審判を経て被後見

人となりますが、この事理弁識能力は意思能力と同義とされており、被後見人は意思能力

を欠く状況にあるとされています。この後見開始の審判手続において意思能力があるかな

いかを判断することは容易ではなく、添付書類として医師の診断書を提出したり、家庭裁

判所調査官の調査等を行い、その判断期間も一、二カ月程度要して初めて意思能力を欠く

状況であると判断しているものです。にもかかわらず、原案第１条においては印鑑登録を

受けることができない者として成年被後見人を削除し、意思能力を有していない者として

おりますが、意思能力の有無を町窓口において瞬時に判断を行うことは現実的に困難であ

り、窓口担当職員に多大な負担を強いることになります。また、窓口担当職員の判断によ

って印鑑登録ができるのか否かの判断も分かれる可能性も否定できず、行政事務に混乱を

与える可能性が多大にあります。現在施行中の本件印鑑条例であれば、被後見人であるこ

とは後見登記等に関する省令第13条により後見登記がなされた段階で法務局から本籍地の

ある市町村長、さらには住民票のある市町村長に通知され、町のシステム上容易に判明す
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ることから、機械的に印鑑登録が可能か瞬時に判断が可能であり、窓口担当職員の判断が

分かれることもなく、一律的に処理が行われるものであり、事務処理上負担はかからない

ものであります。 

 次に、第２点目、経済的取引の安全を害します。そもそも法律行為のときに意思能力を

欠いていた場合には、その法律行為は無効となります。そして、法律行為のときに意思能

力を欠いていたことを理由として法律行為の無効を主張するには、その法律行為がなされ

た時点においてみずからに意思能力がなかったことを証明しなければなりません。しかし、

これは容易ではないことから、民法上未成年者、成年被後見人等の意思無能力者とは別概

念である行為無能力者という制度により、あらかじめ年齢や審判の有無といった形式的基

準により行為能力の有無を定め、私的自治における経済的弱者の保護を図ったものであり

ます。この行為無能力者制度により、行為無能力者である被後見人の法律行為は民法第９

条により意思能力の有無にかかわらず原則取り消すことができるものとされています。 

 次に、印鑑証明書は主に重要な法律行為を行う場合に本人確認、本人の意思確認のため

の制度であります。法律行為、例えば高額な物品の売買契約を行う場合には印鑑登録をし

た印鑑を押印し、印鑑証明書を添付することにより本人であることの確認及び法律行為の

意思を確認するものであります。原案第１条においては、印鑑登録はできない者として成

年被後見人を削除し、意思能力を有しない者としておりますが、原案がそのまま可決され

ると、印鑑登録申請時に窓口担当職員がその者の意思能力があると判断した場合には、た

とえ後見開始の審判がなされていたとしても印鑑登録、印鑑証明書の発行を行わざるを得

ないことになります。現に逗子市ホームページにおいては、成年被後見人であっても意思

能力があれば印鑑登録は可能であるとの記載がございます。そうすると、その印鑑証明書

を使い、被後見人自身によって、印鑑登録時はたとえ意思能力があったとしても、売買契

約時は意思能力がない状態で価値のない高額な不動産の売買契約が締結される可能性があ

り、被後見人の保護を目的とした民法の制度趣旨を害することになります。また、実際の

契約時点において相手方が被後見人であるか否かについて確認することは非常に困難であ

り、仮に当該印鑑登録がなされた印鑑証明書を使い、被後見人自身において高額な物品の

売買契約を行った場合、民法上契約時点において意思能力があった場合にも当該契約は取

り消すことができることになり、取引の安全が害され、私法取引に混乱を招くことは言を

まちません。 

 ここでポイントとなるのは、成年被後見人の法律行為は原則意思能力があるかないかに

かかわらず取り消すことができる点にございます。さらに、契約の取り消し等により当事

者に損害が発生した場合、被後見人となっていたにもかかわらず、印鑑登録及び印鑑証明

書を発行した町に対し印鑑登録時の意思能力の判断が妥当ではなかったという理由に基づ

き損害賠償責任を問われる可能性も否定できません。現在施行中の本件印鑑条例であれば、

被後見人であることはシステム上瞬時に判定でき、被後見人であるという理由のみをもっ

て印鑑登録、印鑑証明書の発行は不可であり、上記のような取引の安全を害され、私法取
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引に混乱を招くことは皆無であります。 

 ３番目として、本件印鑑条例に整合性がありません。本件印鑑条例第12条第３号による

と、後見開始の審判を受けたことを知ったときは印鑑登録の抹消がなされるとされており

ますが、この規定の変更はなされておりません。そうすると、例えば被後見人に意思能力

があるとして印鑑登録をしたにもかかわらず、すぐに印鑑登録を抹消しなければならない

ということになり、本件印鑑条例の改正の趣旨として一貫性がなく、不完全であります。 

 ４番目、意思能力を有していない申請手続はそもそも無効であります。そもそも現状に

おいても印鑑登録の申請時点において意思能力を有しないのであれば、印鑑登録はできな

いということは自明の理であり、それを条例上明確にすべきという観点からは原案には理

解できますが、だからといって成年被後見人を印鑑登録できない者から削除することとは

全くの別問題であります。 

 以上より、原案においては今申した点の考察が全くなされていない状態で提案されたも

のであり、印鑑の登録を受けることができない者として成年被後見人とされている規定を

削除することは、成年被後見人の保護の観点、また町職員の負担軽減並びに経済的取引の

観点からも妥当ではなく、さらに印鑑登録を受けることができない者として新たに意思能

力を有しない者を規定することは講学上当然のことではあるものの、条例上明確にすべき

という観点からは妥当であると考えられるため、修正案のとおり修正すべきであります。 

 以上、提案理由を終わります。 

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。 

 これより討論を行います。討論は、先に原案に対する討論、次に修正案に対する討論の

順に行います。 

 まず、原案に賛成の方の発言を許します。 

 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 私は、原案に対して賛成でございます。 

 この原案については、国の助言に対して従い、この条例を改正するものと考えておりま

す。今までの被後見人というものをやはり今後使わないと、人権上問題もあるということ

でございますので、この原案のとおりで私はよろしいと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 私もこの原案のとおり、成年被後見人は人権的なこととあることから、今後ま

すます人権について重要視されるのでないかなというふうにも思っております。また、国

からおりてくる条例につきましては国民、また町民が暮らしやすいような条例に私は来て

いるというふうにも思っているところから、この原案に賛成をしたいと思います。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 
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〇河内議員 私も原案に賛成ということで討論をさせていただきます。 

 この法律のもともとの趣旨ということを鑑みますと、令和元年６月７日、第198回国会に

おいて成年被後見人等の権利制限にかかわる措置の適正化等を図るための関係法律の整備

に関する法律ということで、与野党全会一致で可決されたものでございます。また、町村

の今後の対応ということでは、今回の法律改正に伴って自治体の条例や規則を整備したり、

今後個別審査規定を運用していくに当たっては今回の改正の趣旨を踏まえ、成年後見人等

が自主的に排除されることのないよう留意するとともに、障害者権利条約や障害者差別解

消法の趣旨を踏まえ、必要な環境整備や合理的配慮の提供について適切に対応することが

必要であるとされております。また、欠陥条項が見直しされたことを前提として適切な後

見等活動が行われるように対応しなければならないという考え方でございます。また、こ

れら内容見ますと、成年被後見人等の権利の制限にかかわる措置の適正化等を図るための

関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議ということで、参議院内閣委員会で11項

目の今後の改善案を、改善の考え方を示しております。今後この法律制定に当たってはこ

れらの適正な措置がされていくものと期待して、私は賛成するものでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論ないものと認めます。 

 次に、原案に反対の方の発言を許します。 

 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 議案に対する反対理由については先ほど述べた修正案の提案理由のとおりで

ありますが、もう一度皆様にご説明させていただきます。 

 成年被後見人と契約した場合は、成年被後見人の代理人はその契約を取り消すことがで

きるわけです。ここでポイントとなるのは、成年被後見人がたとえ意思能力を回復し、そ

の契約の内容を全て理解した上で契約をしたとしても、成年被後見人であるという理由の

みで契約を取り消すことができるという点です。1,000万円の不動産の売買契約をする例で

考えてみてください。不動産は高額ですから、不動産の売買契約についてはほぼ例外なく

書面にて契約書が作成され、契約書の書類には実印を押印し、印鑑証明書を添付します。

現在の印鑑条例によると、成年被後見人は印鑑登録ができませんから、印鑑証明書の有無

によって相手方が成年被後見人であるかどうかは瞬時に判断が可能であります。しかしな

がら、万一議案どおり可決されると、成年被後見人であっても意思能力があると判断され

れば印鑑登録は可能ということになります。そもそも成年被後見人に印鑑登録をさせて、

その印鑑証明書を発行させて、何に使用するのか全く町は考えていないと私は考えており

ます。今回この規定を問題として成年被後見人に印鑑登録させる理由は全くないと私は考

えております。成年被後見人自身がブローカーなどの勧誘により当該印鑑登録による印鑑

証明書を用い、後見人の関与なく売買契約を締結することが可能になってしまう。また、
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印鑑証明書の有無によって成年被後見人であるかどうかの判断ができませんから、せっか

く売買契約書を作成し、実印を押印し、印鑑証明書を添付したとしても、民法上成年被後

見人の代理人であります後見人は成年被後見人であったという理由のみで当該売買契約を

取り消すことができるということになります。先ほどの答弁で成年被後見人に印鑑証明書

を発行する場合は成年後見人を同行させ、二重、三重のチェックをするという答弁があり

ましたが、その点に関しても全く条例に定めはなく、例えばその印鑑証明書を使って後見

人の知らないところで売買契約を締結されてしまっては売買契約は取り消されて、経済的

取引に大混乱を招くおそれがございます。被後見人の代理人であります後見人は、家庭裁

判所の監督を受けていますので、もしその後見人の関与なく高額な売買契約が締結された

場合には、被後見人の代理人であります後見人はその売買契約の必要性を家庭裁判所に説

明することが困難になりますから、契約の取り消しを考慮せざるを得ません。売買契約が

取り消されると売買契約はなかったことになり、せっかく購入した不動産を被後見人であ

る相手方に返却しなければならない状況も考えられます。さらに、民法121条によると被後

見人側の原状回復は現存利益の返還のみでよいとなっているため、被後見人が受領した

1,000万円を遊興費、例えば競馬やパチンコ等に使用した場合などはその分は返還しなくて

もいいということになっております。そうすると、不動産は返還したが、1,000万円戻って

こないという可能性もあります。 

 以上のように、原案どおり成年被後見人でも意思能力があれば印鑑登録ができるという

のは、不動産の売買契約を締結する際に印鑑証明書があっても本当に被後見人ではないの

か否か判明せず、さまざまな手段で確認をすることをせざるを得なくなり、私法取引にお

いて大混乱を及ぼす可能性があります。私も成年被後見人の後見人に就任しておりますが、

24時間監視しているわけではありませんので、成年被後見人を保護するためにはこの印鑑

登録という制度の改正は非常に重要な問題をはらんでいることをご理解いただきたいと思

います。 

 なお、今回の私の修正案は単に現行どおりの印鑑登録できない者に成年被後見人を残す

こと及び今回の条例案で加入されました意思能力を有しない者については原案どおり加入

することに異論はなく、私の修正案でも原案とほぼ同様の内容であり、修正されてもほと

んど影響はないと考えております。 

 以上、私といたしましては原案の印鑑条例の改正部分については反対であるとともに、

各議員の賢明な判断をお願いして、私の原案に対する反対討論といたします。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに討論はありませんか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 次に、修正案に賛成の方の発言を許します。 

 １番、沼尾議員。 
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〇沼尾議員 私は、修正案に賛成をいたします。 

 まず、この条例が提案された理由について、国の法律、また国の要領においてそういう

内容のもの、そういう流れがあるのでということでしたが、私は浦幌町の議員であり、別

に国会議員でもありません。国の流れであったり、この世の中の流れがノーマライゼーシ

ョンという流れがあるからという理由で物事を考えるというものはどうなのかなというふ

うに思っておりまして、やはり私は浦幌町の議員として浦幌町民の方々がそういうふうに

望んでいたり、そういう問題が生じて、浦幌町民の中で困っている人が今現在いるのだと

いう状況になっているのであればそういう形になるというのは何となくわかるのかなと思

いますが、国がそのように言ってきたからというような理由で条例を変えると、条例を、

いわゆる成年被後見人を除くというのは、いかがなものかなというふうに感じております。

並びにこの印鑑証明については責任は各地方自治体ということで、国が責任を持って行っ

ていることではないということで、当然このように町が条例を定めてやることですので、

国の言われたとおりやるということ、やらなければいけないということではないというこ

とがまずあります。また、この成年被後見人、先ほど伊藤議員が述べていたように、民法

上なくなるわけではないのです。成年被後見人というものが民法上なくなるわけではない

ので、これを、今現在成年被後見人という文言を除くということが現実的に妥当ではない

のではないかというふうに考えています。今述べたように、私は浦幌町民、浦幌町議会議

員という立場で物事を考えて、浦幌町の現状からすれば、先日国民健康保険の件もありま

したとおり、これ以上業務が繁忙、煩雑になっていくというのは現状妥当ではないという

ふうに考えられますので、この修正案に賛成をしたいと思います。 

〇田村議長 ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 次に、修正案に反対の方の発言を許します。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。これで討論を終わります。 

 これより議案第75号を採決いたします。 

 先に本案に対する修正案について採決いたします。 

 本修正案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立少数であります。 

 よって、本修正案は否決されました。 

 次に、本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立多数であります。 

 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１１ 議案第７６号 

〇田村議長 日程第11、議案第76号 浦幌町職員の給与に関する条例の一部改正について

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案書の30ページをごらん願います。議案第76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。 

 令和元年12月２日提出、浦幌町長。 

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

 本条例の改正につきましては、条文の朗読を省略し、説明資料により説明させていただ

きます。説明資料の22ページをごらん願います。１、改正の趣旨でございますが、令和元

年人事院勧告に伴う給与の改正並びに関係規定の字句の修正を行うものでございます。 

 ２、改正の内容についてでございますが、①の第１条関係につきましては、令和元年度

分の改正になります。１つは、行政職給料表の改正でございます。内容としましては、平

均で0.1％引き上げるものでございます。次に、勤勉手当の改正でございます。内容としま

しては、職員の勤勉手当の12月期支給率を0.050月分引き上げ、0.925月分から0.975月分と

するものでございます。 

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

職員の勤勉手当の６月期及び12月期の支給率を0.950月分とするものでございます。 

 表をごらん願います。再任用以外の職員について、令和元年度の12月期勤勉手当を

0.975月とし、令和２年度以降につきましては６月期、12月期とも0.950月とするものでご

ざいます。 

 なお、再任用職員につきましては改定がございません。 

 ３、施行期日でございます。①、この条例は、公布の日から施行するものでございます。

ただし、第２条の規定は、令和２年４月１日から施行するものでございます。 

 ②、第１条の規定による改正後の規定は、平成31年４月１日から適用するものでござい

ます。 

 ③、改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給され

た給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなすものでございます。 

 なお、新旧対照表につきましては、説明資料23ページから30ページまでに記載しており

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） 
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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 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１２ 議案第７７号 

〇田村議長 日程第12、議案第77号 浦幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案書の35ページをごらん願います。議案第77号 浦幌町議会議員の

議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について。 

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

うに定める。 

 令和元年12月２日提出、浦幌町長。 

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

の一部を改正する条例。 

 本条例の改正につきましては、条文の朗読を省略し、説明資料により説明させていただ

きます。説明資料の31ページをごらん願います。１、改正の趣旨でございますが、町議会

議員の期末手当について、職員の期末、勤勉手当の支給月数と同様に改正するものでござ

います。 

 ２、改正の内容でございますが、①の第１条関係につきましては令和元年度分の改正に

なります。期末手当の12月期支給率を0.050月分引き上げ、2.225月分から2.275月分とする

ものでございます。 

 ②の第２条関係につきましては、令和２年度以降の改正になります。期末手当の支給率

について、６月期及び12月期の支給率を2.250月分とするものでございます。 

 表をごらん願います。期末手当について令和元年度の12月期を2.275月とし、令和２年度

以降につきましては６月期、12月期ともに2.250月分とするものでございます。 

 ３、施行期日でございます。①、この条例は、公布の日から施行するものでございます。

ただし、第２条の規定は、令和２年４月１日から施行するものでございます。 

 ②、第１条の規定による改正後の規定は、令和元年12月１日から適用するものでござい
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ます。 

 ③、改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給され

た期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払いとみなすものでございます。 

 なお、新旧対照表につきましては、説明資料32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 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１３ 議案第７８号 

〇田村議長 日程第13、議案第78号 浦幌町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改

正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案書の37ページをごらん願います。議案第78号 浦幌町特別職の職

員の給与等に関する条例の一部改正について。 

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

 令和元年12月２日提出、浦幌町長。 

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

する条例。 

 本条例の改正につきましては、条文の朗読を省略し、説明資料により説明させていただ

きます。説明資料の33ページをごらん願います。１、改正の趣旨でございますが、特別職

の期末手当について、職員の期末、勤勉手当の支給月数と同様に改正するものでございま

す。 

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

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

職員の給与等に関する条例の例によると規定されていることから、同様に改正となるもの
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でございます。 

 ２、改正の内容でございますが、①の第１条関係につきましては令和元年度分の改正に

なります。期末手当の12月期の支給率を0.050月分引き上げ、2.225月分から2.275月分とす

るものでございます。 

 ②の第２条関係につきましては、令和２年度以降の改正になります。期末手当の６月期

及び12月期の支給率を2.250月分とするものでございます。 

 表をごらん願います。期末手当について、令和元年度の12月期を2.275月とし、令和２年

度以降につきましては６月期、12月期ともに2.250月とするものでございます。 

 ３、施行期日でございます。①、この条例は、公布の日から施行するものでございます。

ただし、第２条の規定は、令和２年４月１日から施行するものでございます。 

 ②、第１条の規定による改正後の規定は、令和元年12月１日から適用するものでござい

ます。 

 ③、改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給され

た期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払いとみなすものでございます。 

 なお、新旧対照表につきましては、説明資料34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 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１４ 議案第７９号 

〇田村議長 日程第14、議案第79号 浦幌町町有住宅使用管理条例の一部改正についてを

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 議案39ページをごらん願います。議案第79号 浦幌町町有住宅使用管理

条例の一部改正について。 
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 浦幌町町有住宅使用管理条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和元年12月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんください。浦幌町町有住宅使用管理条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町町有住宅使用管理条例（昭和30年浦幌町条例第１号）の一部を次のように改正す

る。 

 本条例の提案の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

により説明させていただきます。議案説明資料の35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、浦幌町町有住宅使用管理条例（昭和30年浦幌町条例第１号）の別表

２に定める住宅の内容に変更があったため、一部改正を行うものでございます。 

 ２の改正の理由でございますが、浦幌町立上浦幌中央小学校の教員住宅１棟２戸を新た

に建設したことから、別表２に追加するものでございます。 

 ３の改正の内容でございますが、別表２において新たに建設した教員住宅として、建設

年度、令和元年度、１名、宝生、学校名、上浦幌中央小学校、構造、木造平家建て、１戸

当たり面積69.5平方メートル、使用料１万9,600円、戸数２戸を追加するものです。 

 ４の施行期日につきましては、令和２年２月１日から施行するものでございます。 

 なお、新旧対照表につきましては、36ページ、37ページに記載のとおりでございます。

ご参照願います。 

 以上で説明を終わります。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。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１５ 議案第８０号 

〇田村議長 日程第15、議案第80号 浦幌町道路占用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。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 議案書の41ページをごらん願います。議案第80号 浦幌町道路占用料徴
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収条例の一部改正について。 

 浦幌町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和元年12月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町道路占用料徴収条例の一部を次のように改正する。 

 以下、条文の朗読を省略し、説明資料により説明をさせていただきます。説明資料の38ペ

ージをごらん願います。１、改正の趣旨でございますが、道路占用料に課される延滞金に

ついては平成27年に制定された浦幌町債権管理条例の定めにより徴収することとなります

が、本条例の趣旨規定に延滞金に関する記述があり、不要であることから、削除するもの

でございます。また、準拠している道路法施行令の条項移動に伴う整理や文言整理等の所

要の改正を行うものでございます。 

 ２の改正の内容でございますが、①の第１条関係につきましては延滞金の徴収に関して

浦幌町債権管理条例で定めていることから、道路占用料にかかわる延滞金の徴収を削除す

るものでございます。 

 ②の第２条関係につきましては、占用料の免除等に関する規定を第４条で新たに規定す

ることから、不要となる項を削除するものでございます。 

 ③の第３条関係につきましては、占用料の徴収方法に関する文言について整理するもの

でございます。 

 ④の第４条及び第５条関係につきましては、占用料の減免に関する規定を新たに追加し

たことに伴い、第４条を第５条とするものでございます。 

 ⑤の別表につきましては、引用先である道路法施行令の条項移動に伴う修正等について

規定するものでございます。 

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

す。 

 なお、新旧対照表につきましては、説明資料39ページから43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） 
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〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１６ 議案第８１号 

〇田村議長 日程第16、議案第81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。 

〇早瀬施設課長 議案書の44ページをごらん願います。議案第81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。 

 令和元年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。 

 以下、条文の朗読を省略し、説明資料により説明をさせていただきます。説明資料の44ペ

ージをごらん願います。１、改正の趣旨でございますが、現在の水道使用料については平

成30年４月から現行料金で運営を行っているところですが、本年10月１日から消費税率が

８％から10％へ改定されたことに伴い、今般水道事業・下水道審議会に料金改定について

諮問し、審議、答申をいただいたところであり、水道使用料を令和２年４月使用分から内

税方式を外税方式へ変更するため、所要の改正を行うものでございます。また、水道法の

一部改正により指定給水装置工事事業者の指定に伴う更新制の導入及び学校教育法の一部

改正により水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準の変更について所要の改正

を行うものでございます。 

 ２の改正の内容でございますが、①の第23条及び別表第１並びに備考につきましては水

道使用料を内税方式から外税方式へ変更することに伴う文言の追加など整理したものでご

ざいます。 

 ②の第２条並びに第28条関係につきましては、指定給水装置工事事業者の指定を受けた

者の更新に関する文言の追加と給水の停止並びに業務の委託に関する規定について引用先

である水道法施行令の一部改正、第31条は水道法施行令第５条とあるものを第６条に、第

35条第３項は水道法施行令第８条とあるものを第10条とするものでございます。 

 ③の第41条並びに第42条関係につきましては、専門職大学の創設に伴う布設工事監督者

及び水道技術管理者の資格基準について、学校教育法の改正に伴い文言を追加するもので

ございます。 

 次に、３の施行期日でございます。①、この条例は、公布の日から施行するものでござ

います。ただし、第23条及び別表第１の改正規定による使用料の額は、令和２年４月１日

から施行するものでございます。 
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 ②、第23条及び別表第１の改正規定による使用料の額は令和２年４月使用分から適用し、

令和２年３月使用分までは従前の使用料とするものでございます。 

 参考としまして、水道事業・下水道審議会の開催状況等ですが、第１回審議会及び諮問

は令和元年７月31日、第２回審議会は10月８日、第３回審議会は10月29日に開催し、11月

１日に答申をいただいております。 

 なお、新旧対照表につきましては、説明資料45ページから47ページに記載しております

が、45ページをごらん願います。改正前の第23条の水道使用料の額は基本料金と超過料金

の合計額となっていますが、改正後は合計額に消費税の額及び地方消費税の額に相当する

額を加算するものであります。 

 47ページをごらん願います。改正前の別表第１の基本料金及び超過料金につきましては

８％の消費税を含んでおりますが、改正後は基本料金、超過料金には消費税は含まないも

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。 

 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 １点確認です。 

 施行期日が令和２年４月１日から施行となっています。令和２年３月使用分までの使用

料はなお従前の例によるとなっているのですが、もう消費税は10％となっているのですけ

れども、その差額分というのはどうするつもりなのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 消費税率については10月から10％となっておりますので、10月から３月

使用分までについては10％分は浦幌町が負担をするということで、４月使用分を、５月検

針の分から10％の外税という形で考えております。 

 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。 

 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 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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    ◎日程第１７ 議案第８２号 

〇田村議長 日程第17、議案第82号 浦幌町下水道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。 

〇早瀬施設課長 議案書の46ページをごらん願います。議案第82号 浦幌町下水道条例の

一部改正について。 

 浦幌町下水道条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和元年12月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町下水道条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町下水道条例の一部を次のように改正する。 

 以下、条文の朗読を省略し、説明資料により説明をさせていただきます。説明資料の48ペ

ージをごらん願います。１、改正の趣旨でございますが、浦幌町給水条例と同様に水道事

業・下水道審議会に料金改定について諮問し、審議、答申をいただき、下水道使用料を令

和２年４月使用分から内税方式を外税方式へ変更するため、所要の改正を行うものでござ

います。 

 ２の改正の内容でございますが、第14条関係につきましては下水道使用料を内税方式か

ら外税方式へ変更することに伴う文言の追加など整理したものでございます。 

 次に、３の施行期日でございます。①、この条例は、令和２年４月１日から施行するも

のでございます。 

 ②、この条例による改正後の規定は、令和２年４月使用分から適用し、令和２年３月使

用分までは従前の使用料とするものでございます。 

 なお、新旧対照表につきましては、説明資料49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） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 
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 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１８ 議案第８３号 

〇田村議長 日程第18、議案第83号 浦幌町個別排水処理施設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。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 議案書の48ページをごらん願います。議案第83号 浦幌町個別排水処理

施設管理条例の一部改正について。 

 浦幌町個別排水処理施設管理条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和元年12月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町個別排水処理施設管理条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町個別排水処理施設管理条例の一部を次のように改正する。 

 以下、条文の朗読を省略し、説明資料により説明をさせていただきます。説明資料の50ペ

ージをごらん願います。１、改正の趣旨でございますが、浦幌町給水条例及び浦幌町下水

道条例と同様に水道事業・下水道審議会に料金改定について諮問し、審議、答申をいただ

き、個別排水処理施設使用料を令和２年４月使用分から内税方式を外税方式へ変更するた

め、所要の改正を行うものでございます。 

 ２の改正の内容でございますが、第８条並びに別表につきまして個別排水処理施設使用

料を内税方式から外税方式へ変更することに伴う文言の追加など整理したものでございま

す。 

 次に、３の施行期日でございます。①、この条例は、令和２年４月１日から施行するも

のでございます。 

 ②、この条例による改正後の規定は、令和２年４月使用分から適用し、令和２年３月使

用分までは従前の使用料とするものでございます。 

 なお、新旧対照表につきましては、説明資料51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。 
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（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１９ 議案第８４号 

〇田村議長 日程第19、議案第84号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 議案書の50ページをごらん願います。議案第84号 浦幌町公の施設の指

定管理者の指定について。 

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

２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 令和元年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、札幌市中央区南１条東３丁目11の９、株式会社共立メ

ンテナンス札幌支店支店長、轟健太郎。 

 ３、指定期間、令和２年４月１日から令和５年３月31日まで。 

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

明資料の52ページをごらん願います。１、選定に当たってでございますけれども、浦幌町

留真温泉の指定管理者の選定に当たって、ホームページ掲載や新聞広告等により広く公募

を実施いたしました。公募の結果ご応募いただいたのは、現在の指定管理者でございます

株式会社共立メンテナンス札幌支店１社のみでございました。その後選定委員会におきま

して申請書類の審査及び提案事業者からの聞き取り調査などを行いまして、選定基準に従

い総合的に評価をいたしました。町は、その結果を踏まえて現在選定をしたところでござ

います。 

 ２、指定期間についてでございますけれども、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年から５年を原則としており

ます。指定期間が長期になることにより、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ますが、当該施設のこれまでの実績における状況から今後の管

理運営を的確に把握するために指定期間を３年といたしました。 

 ３、指定管理料についてでございますが、令和２年度から令和４年度までの３年間、総

額6,309万円でございます。なお、募集要項でお示しをしました上限額についても同額とな

ってございます。 
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 ４、選定の理由についてでございますが、選定基準に従いまして23項目を評価したとこ

ろ1,924点となりまして、最低基準であります配点合計2,500点の６割でございます1,500点

を上回ったことから、指定管理者の候補者として選定をしたところでございます。なお、

集計結果につきましては次のページ、53ページのとおりとなってございますので、ごらん

おきを願いたいと思います。 

 ５、選定委員会の概要でございます。第１回選定委員会につきましては令和元年８月７

日に開催をしておりまして、現指定管理者の実績の報告及び浦幌町留真温泉指定管理者募

集要項等について審議を行っております。第２回選定委員会につきましては令和元年11月

18日に開催をいたしておりまして、書類審査、申請者のプレゼンテーション及びヒアリン

グを実施いたしました。同日審査基準ごとの評価を各委員様それぞれが採点作業を行いま

して、その評価を集計し、指定管理者の候補者として選定をしたところでございます。 

 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。 

 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 お聞きしたいのですが、指定管理者の方が管理されていると思うのですが、

この中で修繕等について、修繕、施設の修繕等についてはどのようなことで、何ぼ以内と

かどっちがやるとか町がやるとか、その辺についてちょっとお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 ただいま指定管理者との修繕の区分けについてのご質問でございますけ

れども、指定管理の募集要項の中にリスク分担というものが規定されてございます。それ

で、軽微な修繕ということで一定の金額、５万円という金額でございますけれども、その

以内のものについては指定管理者が行う、それを超えるものについては施設の保有者であ

る町のほうが行う、そういった内容になってございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 それで、今回サウナ風呂を改修されたということで、サウナ風呂のドアにつ

いては多分一緒に直されたのだろうと思いますけれども、町民の方から３年前ぐらいから

女子の浴場の温度計が壊れているのだという話があったのです。その辺、今回３日間休業

してサウナ風呂直されたと思うのだけれども、そっちのほうも直されているのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 ただいまのご質問の中でサウナ風呂、これにあわせましてサウナ風呂の

ドア、丁番であったと思うのですけれども、そちらのほうはあわせて直しております。今

お話のありました女子用の浴槽の温度計という故障の部分については、まことに申しわけ

ないのですけれども、私どものほうで把握してございません。その辺については、今現在
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故障中であるかどうか含めて今の管理者のほうに確認をさせていただいて、適正な対処を

させていただきたいと思いますので、ご理解お願いします。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 これ指定管理者の関係全般的に言えることだと思うのですが、指定管理者の

ほうから多分月１回定期的に報告いただいていると思います。ただ、町の担当課として、

やはり公衆浴場だとかスポーツセンターだとかいろいろ指定管理者をやっている施設ある

と思うのですが、町の職員がさっぱり来ないのだという話を町民の方から受けております。

多分行っていらっしゃるとは思うのだけれども、たまたまその方と会わないのだろうなと

思いますけれども、定期的に行くのか、抜き打ちでいくのか、ちょっとそれはどちらでも

いいと思いますけれども、町の施設なものですから、その辺について今後やはり施設を回

るようにしていただければと思いますけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 指定管理を行って、お願いをしている施設、多々ございます。その中、

今留真温泉の話題でございますので、留真温泉に関しましても月例で入浴人数であったり

とかその他、ただいまの故障的なものであったりとか、ある意味トラブル的なことが発生

しているかいないか、そういったご報告のほうは受けさせていただいております。場合に

よっては今回のサウナの状況であったり、他の問題もあるわけですけれども、そういった

ものは一応緊急連絡網といいますか、指定管理者からの連絡網、これも定められておりま

すので、そのルートによってご報告をいただいて、そういった場所に臨場する、その必要

性のある場合については当然のことながら行っておりますし、何か案件があった場合には

担当のほうも行くようにはしている、そういう意識を持ってこれまでも対応させていただ

いているところではありますけれども、今そういったご指摘お受けした中ではさらにそう

いった誤解を招かないように今後も管理のほうに努めてまいりたいと思いますので、どう

ぞご理解お願いします。 

〇田村議長 副町長。 

〇山本副町長 ただいま安藤議員からご質問があった関係、全体的なことになると思いま

すので、私のほうからも説明させていただきますけれども、まずそれぞれの施設あります

けれども、月次で報告を受けたりとか、それから年度の実績でもそれぞれ報告いただいて

います。指定管理者のほうで年次に関しましては自己評価を行った上で、それぞれの担当

課でそれについての評価ということも行っていますけれども、今回先ほど質問あった中で

も留真温泉の女子の浴場のほうの温度計ですね、そういったものに関しては産業課のほう

でも把握できていなかった分があるということですので、これにつきましては全ての施設

におきまして改めて月次の点検等を行うときにその報告について担当のほうからもきちん

と確認をしたいというふうに思っています。 

 また、施設の利用に関してなのですけれども、体育施設もありますし、それから健康湯
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とか、いろんな施設あるわけなのですけれども、職員もそれぞれの中で利用はしていると

思うのですけれども、中をやはり見た中で時間帯とか、そういった中で職員がいないので

ないかなと町民の方が思われているのかもしれませんけれども、それぞれの施設の中でも、

温泉とかにしても行って、利用はさせていただいていますので、今後につきましてもまた

改めて全体的な確認をさせていただきたいと思いますので、ご理解をいただきたいという

ふうに思います。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 留真温泉の指定管理者ということで、まず１点、指定管理料がこれ前回から見

たら増額になっているのです。ただ、消費税も上がったこともあるのかなというふうには

思うのですけれども、この辺の説明をいただきたいなと思います。 

 それと、入浴料、これは消費税が上がってもそのままいくのか確認しておきます。 

 それと、選定基準のこの表の関係、これほとんどが配点からいきますと80％近くはクリ

アしているのかなというふうに思うのですけれども、ただ気になるのが下から２行目です

か、事故防止等の安全管理ということで、点数がほかから見るとちょっと低いなというふ

うにはこれ思うのですけれども、この辺についてはどう思われているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 今ご質問３点のうちの最初の１点目、２点目については私のほうから説

明させていただきます。 

 まず、１点目のこれまでの指定管理料から今期の指定管理料につきまして、単年度の指

定管理料におきましておおむね340万円ほど増額となっております。その中につきまして

は、今第３期の指定管理期間にあるわけなのですけれども、その中の実際の管理運営体制、

こちらのほうを改めて見直しをさせていただきました。その中において、清掃に携わる人

員につきまして第３期の指定管理では３名という体制での清掃人員を積算上用いておりま

したけれども、その分につきまして今回の指定管理料を算定する上では１名増員をさせて

いただいて、４名体制といたしました。それは、今の現在の実施の体制、これまで積み上

げた実績による経験値、それをもとにして今の実態に即した形の積算体系に変更させてい

ただいたという内容でございます。それに伴い、その人件費の増に伴いまして他の管理経

費、消費税も含めまして増額となったものがこの340万円の増額になったという内容でござ

います。 

 次に、入浴料、こちらについては消費税が引き上げになりましたけれども、浦幌町の留

真温泉、こちらについては町民の皆様に健康増進のために癒やしていただくための、そう

いったサービスを主眼とした施設でございます。そういった中では、入浴料に対しての消

費税の増税を行わずに、現行の料金のまま皆様にご来場いただきたい、そういった意味で

現行のままにしていくということになってございます。 

 私のほうからは以上です。 
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〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 それでは、３点目の指定の基準の結果についてのご質問だっ

たと思いますので、そちらを所管していますまちづくり政策課のほうからご説明させてい

ただきたいと思います。 

 まず、評価なのですけれども、選定委員が10名おりまして、町職員、それから学識経験

者、利用者代表を入れて10名になります。それぞれがそれぞれの項目を評価した結果がこ

うなったということでありますので、全体的にどのような評価だったかということで説明

はできないということでご理解いただきたいと思います。また、総合点数でいくと総合点

数のおおむね６割以上が適正と認めるというような判断基準もありますので、そこの中か

らいっても特段基準を下回った結果ではないというふうに判断しております。繰り返しに

なりますけれども、あくまでも10人のそれぞれの配点の合計ということでご理解いただき

たいと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 内容的にわかりました。ただ、これ事故防止の安全管理の面でこの辺につきま

してはどうなのですかということなのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 当日も指定管理者のほうからもヒアリングを行いまして、妥当だという数字の結果だと

は思うのですけれども、他の数字と比べると下回っているのではないかというふうに見え

ますけれども、こちらが用意している基準の点数は満たしておりますので、ここが低いと

いうことではなくて、低いということでの結果ではないということでご理解いただきたい

と思います。選定のときの要項の中ではこういうことに関しては安全面に配慮するように

ということでは全て書かれている項目ですので、当然それに関しては行われるということ

で判断した結果だということでご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 よくわかりました。 

 先ほども同僚議員から留真温泉の利用者ということでお話があったと思うのですけれど

も、私もここ一、二年前からどうも町内の利用者の方よりも町外から来られる利用者の方

がこれ多いと思うのです。町も指定管理者の方もこの辺については努力されていて、行政

もコミバスを回したり、行って、人数はふえているようにはこれ思うのですけれども、留

真温泉は浦幌町の唯一の資源でもありますし、町外の利用者に負けないぐらい町内の方々

が利用していただいて、行く行くやっぱりこの資源である留真温泉を守っていくべきだと

いうふうにはこれ思っておりますけれども、今後に向けた町民の方々、今までも町、また
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指定管理者の方もいろいろやられておりますけれども、さらにこれ町自体で町民の皆さん

に利用していただくということもある程度は考えていってもよろしいのではないかと思う

のですけれども、この辺についての考えというのはどんなものでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 ただいま留真温泉の利用者というところでございますけれども、平成

29年３万2,000人ほどであった総利用者数でございますけれども、平成30年には３万

3,000人を超える。今年度におきましても途中で、数字自体はちょっと今資料がないので、

申し上げることはできませんが、月次報告においては昨年実績を若干上回っている、そう

いった報告が今上がっているところでございます。町内利用者につきましても、これまで

も割合としますとやはり町外の方が多い、今ご指摘のあったとおりそういったところでは

あったのですけれども、平成28年度から利用割引券、こちらのほうを制度として始めさせ

ていただいて、最初の年度よりは平成30年度には幾分利用をいただいた方も増員となって

おります。今年度どういった数字になっているかというところはまだ把握はできておりま

せんけれども、そういった意味でもコミュニティバスの運行もあわせながら町民の皆様が

率先してご利用いただけるような形を内部関係各課と協議しながらこれまでも対応してき

たところでございます。今後についてまた新たなそういった町民の入浴促進を促す何か手

だてということで、今この場で申し上げられるもの自体は、申しわけございませんけれど

も、ございません。その中におきましてもやはり我々も町民の利用を一人でも多くしてい

ただきたいという思いは同じでございますので、そういった手法がどういったものが適し

たものになるかというものはこれからも考えて、何がしかのことを内部的に研究してまい

りたいかなというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

〇田村議長 副町長。 

〇山本副町長 ただいま産業課長のほうからも説明させていただきましたけれども、現在

は１回入浴行ったときにスタンプ押してもらって、これが10回になりますと１回無料です

よということで行っていますけれども、指定管理者の今回の提案の中でももともと回数券

を使っての方はスタンプはなかったのですけれども、今後そういったことも検討している

ということで提案がありましたので、中の一つとしてそういったものをまた指定管理者と

詰めながら何か利用しやすいとか、行くことによってというものを改めて協議してまいり

たいと思います。 

 また、産業課長からも説明ありましたけれども、コミュニティバスが平成29年の１月か

ら運行していますけれども、非常に多くの方々に利用していただいておりますので、今後

につきましても同じような形で利用していただけるようにまた工夫をしてまいりたいと思

いますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 指定管理の金額についてもう少し詳しくご説明お願いしたいのですけれど
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も、冬期間休業日をふやすというのが前の議会であったかと思うのですけれども、冬期間

休業日がふえるということは年間の稼働日数が減るという中で、先ほど人件費が単年度で

340万円ほどふやしているという答弁をいただいたかと思うのですけれども、それだけ聞く

となかなか整合性がないのかなというふうに考えているのですけれども、昨年までは人手

が全然足りない中でやっていたというような理解でよろしいのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 人件費の関係でございますけれども、まず９月の定例会におきまして来

年４月以降休業日、第３月曜日のほうを休館日とさせていただくという条例を提案させて

いただいて、ご可決をいただきました。第３月曜日が休館日といたしましても、来場者、

お客様は入館はいただけないのですけれども、全館の一斉清掃日という位置づけをしてお

りますので、従業員の方々は休館日と設定した日においても出勤をして、全館清掃してい

ただくと、そういった趣旨の内容でございます。あと、これまで第３期の清掃人員、先ほ

ど３名というふうにお話をさせていただきましたけれども、実際の雇用従業員数ではなく

て、積算上想定した３名体制であれば清掃を継続していけるだろうという見込み数字とい

いますか、これまでの実績によるものではあるのですけれども、そういった中で積算とし

て用いた人数が３名ということでございます。それが実際この３期をやっていく中で若干

人手が足りなかったと。現実的には４名体制で清掃をやらなければ清掃開始から開館まで

になかなか間に合わないと。そういった体制配置が適正であろうというふうにこちらのほ

うで考えまして、それで積算の内容を修正したものでございます。 

 なお、直接人件費としましては200万円ほどが増額でございまして、あとにつきましては

消費税が２％上がりましたですとか、福利厚生費ですとか、そういった一定の比率が増額

になったことにより140万円ほど上がって、合計340万円というような増額の内容になって

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84号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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    ◎日程第２０ 議案第８５号～日程第２３ 議案第８８号 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 日程第20、議案第85号から日程第23、議案第88号までの浦幌町公の施設の指定管理者の

指定については、提案理由が同一の案件であることから、一括議題として審議したいと思

いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、日程第20、議案第85号及び日程第23、議案第88号までの４件を一括議題として

審議することに決定をいたしました。 

 ただいま一括議題とした議案について提案理由の説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 議案第85号から議案第88号までの浦幌町公の施設の指定管理

者の指定につきまして、４件一括して説明をさせていただきます。 

 議案書の51ページをごらん願います。議案第85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。 

 令和元年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、北栄地域会館、位置、浦幌町字帯富154番地89。 

 ２、指定管理者の住所及び氏名、浦幌町字帯富154番地89、北栄地域会館運営委員会運営

委員長、荒内光政。 

 ３、指定期間、令和２年４月１日から令和７年３月31日まで。 

 次のページをごらん願います。議案第86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。 

 令和元年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、南町福祉館、位置、浦幌町字南町10番地10。 

 ２、指定管理者の住所及び氏名、浦幌町字南町10番地10、南町福祉館運営委員会運営委

員長、木村盛夫。 

 ３、指定期間、令和２年４月１日から令和７年３月31日まで。 

 次のページをごらん願います。議案第87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。 
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 令和元年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、宝町福祉館、位置、浦幌町字宝町37番地１。 

 ２、指定管理者の住所及び氏名、浦幌町字宝町37番地１、宝町福祉館運営委員会運営委

員長、村瀬好則。 

 ３、指定期間、令和２年４月１日から令和７年３月31日まで。 

 次のページをごらん願います。議案第88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。 

 令和元年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、光南福祉館、位置、浦幌町字万年358番地７。 

 ２、指定管理者の住所及び氏名、浦幌町字万年358番地７、光南福祉館運営委員会運営委

員長、花見将。 

 ３、指定期間、令和２年４月１日から令和７年３月31日まで。 

 議案第85号から第88号までの内容につきましては、議案説明資料をもって説明させてい

ただきます。議案説明資料の54ページをごらんください。１、選定に当たってでございま

すが、市街地区の北栄、南町、宝町、光南の４地域会館の指定管理者の選定に当たりまし

ては、地域会館は地域のコミュニティ施設であることから、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項の規定によりまして非公募による選定を行う

こととし、現指定管理者である各地域会館運営委員会を提案者として指名いたしました。

選定委員会におきましては、申請書類の審査を行い、評価し、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が、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年から５年を原則としていることから、

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が、令和２年度から５年間分で北栄地域会館は107万

7,500円、南町福祉館は102万5,000円、宝町福祉館は202万円、光南福祉館は104万5,000円

でございます。 

 ４、選定の理由でございますが、選定手続要綱に基づきまして、選定委員会の出席委員

の合意を得られたため、指定管理者の候補者として選定したところでございます。 

 ５、選定委員会の概要でございますが、市街地区４地域会館指定管理者選定委員会を令

和元年10月24日に開催し、現指定管理者の実績等の報告及び指定管理者候補者の選定を行

ったところでございます。 

 以上で議案85号から議案第88号までの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。 
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 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 確認です。 

 指定管理料が違う理由を教えてください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ４館それぞれ金額が違う理由ということでお答えさせていた

だきたいと思います。 

 それぞれの館で管理の運営の仕方ですとか利用人数が違いますので、例えば電気料です

とか燃料費とかそれぞれ違います。それぞれの５年間の実績等を把握しながら、消費税の

アップもありましたので、積算していることから、それぞれの施設の金額が異なっている

ということでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 何か算定基準というものあるのでしょうか。 

〇田村議長 まちづくり政策課長、答弁願います。 

〇岡崎まちづくり政策課長 算定基準につきましては特にございませんけれども、過去の

実績等を踏まえながら、先ほど説明しましたように、地域の方々が運営委員会を組織でや

っているものですから、普通のほかの施設と違いまして営利目的ではございませんので、

あくまでも実績等を勘案して、それら管理経費が負担にならないような形で積算をして、

金額をはじいているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 そうすると、過去の実績でこれぐらいの金額がかかるということでこの指定

管理料は算定されるという理解でよろしいのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 町が求める上限額の算出に当たっては、過去の実績を踏まえながらどれぐらいの金額か

というのをはじいているということ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。 

 採決につきましては１件ごとに行います。 
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 これより議案第85号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第86号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第87号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第88号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 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 ２時３３分  休憩 

午後 ２時５０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２４ 議案第８９号 

〇田村議長 日程第24、議案第89号 令和元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。 
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〇獅子原総務課長 別冊の補正予算書１ページをごらん願います。あわせまして説明資料

55ページをごらん願います。議案第89号 令和元年度浦幌町一般会計補正予算。 

 令和元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4,831万1,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ69億6,316万3,000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。 

 （債務負担行為） 

 第２条 債務負担行為の追加は「第２表 債務負担行為補正」による。 

 令和元年12月２日提出、浦幌町長。 

 ２ページから４ページの第１表、歳入歳出予算補正は説明を省略させていただきます。 

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

域会館指定管理委託料、期間、令和２年度から令和６年度、限度額516万8,000円、事項、

浦幌町留真温泉指定管理委託料、期間、令和２年度から令和４年度、限度額6,309万円、こ

れらにつきましては先ほど議決いただきました議案第84号から第88号までに係る指定管理

料の債務負担行為でございます。 

 ６ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括は説明を省略させていただきます。 

 ７ページをごらん願います。２、歳入、13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費

国庫負担金169万9,000円を追加し、１億5,303万4,000円、内容につきましては説明資料56ペ

ージに記載のとおり障害児入所給付費及び障害者医療給付費の追加に伴う国庫負担金を追

加するものでございます。 

 ３項委託金、２目民生費委託金６万円を追加し、131万円、内容につきましては説明資料

55ページに記載のとおり年金生活者支援給付金の支給に係る経費に対する国からの交付金

を追加するものでございます。 

 14款道支出金、１項道負担金、２目民生費道負担金84万9,000円を追加し、9,817万

9,000円、内容につきましては説明資料56ページに記載のとおり障害児入所給付費及び障害

者医療給付費の追加に伴う道負担金を追加するものでございます。 

 ２項道補助金、４目農林水産業費道補助金1,107万6,000円を追加し、１億4,685万

1,000円、内容につきましては説明資料60ページに記載のとおり環境保全型農業直接支払交

付金及び産地パワーアップ事業補助金に対する道からの補助金を追加するものでございま

す。 

 16款１項寄附金、２目指定寄附金25万円を追加し、5,061万6,000円、内容につきまして

は指定寄附金を追加するものでございます。 

 17款繰入金、２項１目基金繰入金3,437万7,000円を追加し、６億1,571万4,000円、内容

につきましては財政調整基金繰入金を追加するものでございます。 
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 ９ページをごらん願います。３、歳出でございますが、初めに人件費の補正につきまし

て一括説明をさせていただきます。内容といたしましては、本日議決を賜りました条例改

正に伴う報酬、給料、期末、勤勉手当並びに管理職手当の追加、扶養家族の異動や住居変

更などによる扶養手当、寒冷地手当、住居手当の追加、標準期末手当等増加に伴う共済組

合納付金の追加及び退職手当組合納付金を追加するものでございます。今回の条例改正に

伴う人件費の補正額は、一般会計及び８特別会計合わせまして報酬、給料、職員手当等の

合計で401万1,000円の追加。そのほか条例改正以外の分で職員手当等共済費の合計で91万

4,000円の追加。総合計で492万5,000円の追加となるものでございます。 

 なお、補正の内容が人件費のみの目につきましては、説明を省略させていただきます。 

 １款１項１目議会費につきましては、人件費のみの補正でございます。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費につきましても人件費のみの補正でござ

います。 

 ３目文書広報費10万円を追加し、744万9,000円、内容につきましては説明資料55ページ

に記載のとおり広報紙へのチラシ折り込み手数料を追加するものでございます。 

 ５目財産管理費60万円を追加し、3,128万5,000円、十勝太の民有地購入に要する費用を

追加するものでございます。 

 ７目企画費８万7,000円を追加し、１億1,889万円、内容につきましては説明資料55ペー

ジに記載のとおりうらほろスタイル複合施設の通信運搬費を追加するものでございます。 

 ８目支所費につきましては、人件費のみの補正でございます。 

 ９目公平委員会費1,000円を追加し、２万3,000円、内容につきましては費用弁償を追加

するものでございます。 

 10ページをごらん願います。２項徴税費、１目税務総務費につきましては、人件費のみ

の補正でございます。 

 ２目賦課徴収費25万9,000円を減額し、1,645万8,000円、内容につきましては説明資料

56ページに記載のとおり十勝圏複合事務組合分担金を減額するものでございます。 

 ３項１目戸籍住民登録費につきましては、人件費のみの補正でございます。 

 ４項選挙費、１目選挙管理委員会費につきましても人件費のみの補正でございます。 

 ５項統計調査費、１目統計調査総務費につきましても人件費のみの補正でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費780万6,000円を追加し、３億2,751万

7,000円、内容につきましては人件費の補正のほか説明資料56ページに記載のとおり障害児

入所給付費、障害者医療給付費の追加、高齢者等冬の臨時生活支援事業に要する費用の追

加並びに国民健康保険事業特別会計繰出金を追加するものでございます。 

 ７目後期高齢者医療費３万5,000円を追加し、１億502万9,000円、内容につきましては後

期高齢者医療特別会計事務費繰出金を追加するものでございます。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費につきましては、人件費のみの補正でございます。 

 12ページをごらん願います。３目認可保育園運営費39万5,000円を追加し、9,877万
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9,000円、内容につきましては人件費の補正のほか説明資料57ページに記載のとおり検便検

査委託料を追加するものでございます。 

 ４目へき地保育所運営費、６目子ども発達支援センター運営費、８目子育て支援センタ

ー費につきましては、人件費のみの補正でございます。 

 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費845万8,000円を追加し、２億876万円、内容につき

ましては説明資料57ページに記載のとおり訪問介護事業運営補助金及び通所介護事業運営

費補助金並びに介護保険特別会計繰出金を追加するものでございます。 

 ３目老人ホーム費83万6,000円を追加し、２億5,121万7,000円、内容につきましては人件

費の補正のほか、説明資料58ページに記載のとおり指定寄附に伴います消耗品費及び備品

購入費の追加並びに修繕料及び預かり金管理システムの改修費用を追加するものでござい

ます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費29万1,000円を追加し、２億5,123万

9,000円、内容につきましては人件費の補正及び簡易水道特別会計繰出金を追加するもので

ございます。 

 ３目環境衛生費２万2,000円を追加し、3,410万4,000円、内容につきましては個別排水処

理特別会計繰出金を追加するものでございます。 

 ５目医療対策費38万2,000円を追加し、１億1,655万8,000円、内容につきましては浦幌町

立診療所特別会計繰出金を追加するものでございます。 

 14ページをごらん願います。７目公衆浴場管理費250万円を追加し、1,234万2,000円、内

容につきましては説明資料59ページに記載のとおり公衆浴場のろ過装置及び加圧給水ユニ

ット修理に係る費用を追加するものでございます。 

 ８目保健福祉センター管理費19万円を追加し、2,959万7,000円、内容につきましては説

明資料59ページに記載のとおり保健福祉センターのシュレッダー購入に係る費用を追加す

るものでございます。 

 ５款労働費、１項１目労働諸費144万円を追加し、1,854万4,000円、内容につきましては

説明資料59ページに記載のとおり雇用促進事業補助金を追加するものでございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、２目農業総務費につきましては、

人件費のみの補正でございます。 

 ３目農業振興費1,276万9,000円を追加し、8,234万8,000円、内容につきましては説明資

料60ページに記載のとおり環境保全型農業直接支払交付金及び産地パワーアップ事業補助

金を追加するものでございます。 

 ５目畜産振興費66万円を追加し、2,230万6,000円、内容につきましては説明資料61ペー

ジに記載のとおり模範牧場の家畜飲雑用水取水施設の水洗砂利入れかえ等に要する費用を

追加するものでございます。 

 ９目地籍調査費につきましては、人件費のみの補正でございます。 

 ２項林業費、１目林業総務費100万1,000円を追加し、2,238万5,000円、内容につきまし
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ては人件費の補正のほか、説明資料61ページに記載のとおり有害鳥獣捕獲奨励金を追加す

るものでございます。 

 ３項水産業費、１目水産業総務費につきましては、人件費のみの補正でございます。 

 ７款１項商工費、１目商工振興費につきましても人件費のみの補正でございます。 

 16ページ、ごらん願います。２目観光費60万円を追加し、7,113万9,000円、内容につき

ましては説明資料61ページに記載のとおり留真温泉の取水施設修繕に要する費用を追加す

るものでございます。 

 ３目工業対策費20万円を追加し、122万9,000円、内容につきましては説明資料62ページ

に記載のとおり企業向け貸付住宅の修繕に要する費用を追加するものでございます。 

 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費につきましては、人件費のみの補正でご

ざいます。 

 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費につきましても人件費のみの補正でございます。 

 ４項都市計画費、２目公共下水道費１万8,000円を追加し、１億3,216万2,000円、内容に

つきましては公共下水道特別会計繰出金を追加するものでございます。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費150万円を追加し、5,417万3,000円、内容につきましては人

件費の補正のほか、説明資料62ページに記載のとおり町営住宅修繕料を追加するものでご

ざいます。 

 ９款１項消防費、３目災害対策費20万円を追加し、2,804万4,000円、内容につきまして

は説明資料62ページに記載のとおり防災備蓄品購入費用補助金を追加するものでございま

す。 

 10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費につきましては、人件費のみの補正でござ

います。 

 ２項小学校費、１目学校管理費につきましても人件費のみの補正でございます。 

 18ページをごらん願います。２目教育振興費334万7,000円を追加し、2,128万4,000円、

内容につきましては説明資料63ページに記載のとおり社会科用副読本の印刷製本費及び

要、準要保護児童学用品等扶助費を追加するものでございます。 

 ３項中学校費、２目教育振興費45万4,000円を追加し、1,968万1,000円、内容につきまし

ては説明資料63ページに記載のとおり要、準要保護生徒学用品等扶助費を追加するもので

ございます。 

 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費につきましては、人件費のみの補正でございます。 

 ５項社会教育費、２目公民館運営費150万円を追加し、3,788万4,000円、内容につきまし

ては説明資料64ページに記載のとおり吉野公民館トイレ改修工事に係る実施設計委託料を

追加するものでございます。 

 ７目図書館管理費26万1,000円を追加し、4,200万2,000円、内容につきましては人件費の

補正のほか、説明資料64ページに記載のとおり教育文化センターの屋根修繕に要する費用

及び指定寄附に伴います図書購入費用を追加するものでございます。 
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 ６項保健体育費、１目社会体育総務費につきましては、人件費のみの補正でございます。 

 13款諸支出金、１項１目過年度支出金２万3,000円を追加し、23万3,000円、内容につき

ましては説明資料64ページに記載のとおり平成30年度子ども・子育て支援交付金の精算に

伴う返還金を追加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。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 18ページの公民館運営費というところで少しお伺いしたいと思います。 

 今回前からいろいろ懸案でありました吉野公民館のトイレ改修ということで実施設計の

予算が上がってきております。このことに関してもなのですけれども、これから、各公民

館４館あるのですけれども、今後予定といいますか、そういう改修とかの予定が順次行わ

れるはずなので、その辺について伺いたいのですが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇山本副町長 ただいまのご質問ですが、公共施設のトイレの関係につきましてはそれぞ

れ所管がありまして、横断的に調査をしたり、協議をしてきたものですから、私のほうか

らまとめて説明させていただきたいというふうに思います。 

 今年度各施設の調査を行いまして、トータル53施設あるのですけれども、そのうち23施

設につきましては完全に洋式化ということになっております。残り30の施設があるわけな

のですけれども、この中には例えば学校、学校は今小学校、中学校それぞれ２校ずつある

のですけれども、浦幌中学校は新しい施設ですから、完全に洋式化になっておりますけれ

ども、ほかの小学校と上浦幌中学校については部分的には洋式化やっていますけれども、

完全にはなっていません。公民館につきましても中央公民館のほうは改修終わりましたけ

れども、残りの上浦幌、吉野、厚内はまだ、洋式化にはしていますけれども、狭かったり

とかちょっと不便かなということでいろいろ要望が上がっている施設でございます。その

ほかに地域会館とか、それから軽スポーツセンターとか施設がたくさんあるのですけれど

も、それら全体的な調査を終えた中で、この30の施設についてできれば高齢者等が利用が

多い、町民の方の利用が多いところから順番に施設を整備していきたいというふうに考え

まして、今回補正予算計上させていただいた吉野公民館、今年度実施設計で、来年度に施

工したいと。その後は厚内公民館を令和３年度にやるということで、令和２年度は実施設

計を組みたいというふうに考えています。それから、令和４年度につきましては、浦幌小

学校の体育館あるのですけれども、そちらのトイレが和式なものですから、そちらを洋式

化するということと、それと上浦幌の地域会館、こちらのほうは洋式化という要望もある

のですけれども、洋式化にしつつも、利用の量とか、そういったもの考えると合併浄化槽

まではちょっと設備が難しいのですけれども、簡易水洗的な洋式化ということで進めてま

いりたいということで、現時点では令和２年度から、令和２年、今回吉野公民館の整備と
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あわせまして令和４年度までこういった形で利用の多いところから順番にやっていこうと

いうことで考えております。 

 あと、今回補正させていただきましたけれども、10月の補正もさせてもらいましたけれ

ども、農業団地センターについては１階も２階もそれぞれ洋式化終わりまして、工事も終

わっているということで、現在は令和４年度までの予定ですけれども、こういったところ

で整備したいというふうに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 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 ご丁寧な説明ありがとう。団地センターについては、本当にこれからよくな

るのかなというふうに思っております。 

 それで、実施設計になるのですけれども、吉野、これから厚内にしてもなるのだと思う

のですけれども、住民の方並びにそこの施設利用する人とかの例えば意向、どんなトイレ

がいいかなとか、簡単に言ってしまえば確かに今現在和式から洋式になるのだろうと思う

のですけれども。例えば形状だとか、それから割合だとかというのも恐らく要望で上がっ

ていると僕思うのです。その辺は調査が終わっているのかどうかもちょっとお聞きしたい

のですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいまの阿部議員のご質問ですが、吉野公民館のトイレの改修につい

て私のほうから説明させていただきたいと思います。 

 まず、吉野公民館のトイレの改修につきましては、令和２年度に吉野公民館のトイレを

改修するということで、現在今回この補正が通りましたらこれから設計委託というような

形になりますけれども、その設計委託をしていく上でやはり吉野公民館を利用されている

方々の要望と、そしてまた地域の方々の要望等を確認しながら、よりよい、使いやすいト

イレ改修ということで、実施設計これから行うのですけれども、地域の方々の要望等も取

り入れながら実施設計を行っていこうというふうに考えております。よろしくお願いしま

す。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 実施設計に入られるとき、本当にまだ恐らく地域の方ともお話はこれからさ

れるのだろうと思うのですけれども、たたき台といいますか、一番基本的なもの、こんな

状態で始めるのだけれどもどうだろうというのは、地域の方はもちろんなのですけれども、

例えば私のような者にも拝見させていただけるのかどうか。それに言葉挟むということは

余りないのですけれども、その辺のところはどうなのでしょうか。ちょっとお聞きしたい

なと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 
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〇熊谷教育次長 ただいまのご質問でございますが、やはり地域の方々の利用が第一と考

えておりますので、地域の方々のご意見を取り入れながら、ただし限られた吉野公民館の

トイレのスペースでございますので、やはり改修の限度があろうかと思いますけれども、

なるべく地域の方々のご要望を取り入れたような形で改修をしていきたいなというふうに

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 会議規則第55条ただし書きの規定により、発言を許します。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 済みません。最後になりますけれども、例えば障がい者、それから多目的な

形というのは今後設計の段階の中で取り入れていただけるのかどうかだけ１点だけお伺い

します。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 今現状では、車椅子の方が利用できるようなトイレの構造を考えており

ます。よろしくお願いします。 

 以上です。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 ９ページ、財産管理費の中で、先ほど公用地の、課長のほうから説明いただい

たのですけれども、ちょっと聞き漏らしたのですけれども、済みません、もう一回説明い

ただきたいのと、あと用途目的ですね、その辺も説明いただきたいと思います。 

〇田村議長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件でございますが、先ほど説明した部分につきましては十

勝太の民有地ということしかご説明はしていないのですけれども、詳細ちょっとご説明さ

せていただきますと、場所につきましては模範牧場の入り口付近の国道336号と旧道に挟ま

れた間の土地になりまして、面積が２万1,114平方メートルございます。この取得について

は、実は今所有している方から最近はやりの太陽光発電設置の関係とか云々がございまし

て、それで身内の方から土地を譲ってしまってもいいだろうかという話があったのですけ

れども、当該地につきましてはいろいろと景勝地としての部分ですとか、また自然環境の

部分、そういった部分がございまして、町として検討した中で保全する必要があるという

判断をしまして、太陽光発電の方に売るのではなく、町として購入をしたいということで、

その部分についてここに計上させていただいたものでございます。 

 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） 
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〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第89号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２５ 議案第９０号 

〇田村議長 日程第25、議案第90号 令和元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。 

〇小川産業課長 それでは、議案書の20ページをごらん願います。議案第90号 令和元年

度浦幌町町有林野特別会計補正予算。 

 令和元年度浦幌町の町有林野特別会計補正予算（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５万5,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ１億2,736万8,000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。 

 令和元年12月２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22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。 

 23ページをごらん願います。２、歳入、３款繰入金、２項基金繰入金、１目基金繰入金

５万5,000円を追加し、2,260万1,000円、基金繰入金の追加でございます。 

 ３、歳出、１款１項１目財産管理費５万5,000円を追加し、1,970万9,000円でございます。

補正の内容につきましては、人件費の補正でございます。 

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

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90号を採決いたします。 

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

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２６ 議案第９１号 

〇田村議長 日程第26、議案第91号 令和元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。 

〇鈴木町民課長 別冊の議案書は24ページ、あわせまして説明資料は65ページをお開き願

います。議案第91号 令和元年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算。 

 令和元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30万8,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ７億3,532万4,000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。 

 令和元年12月２日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正並びに26ページの歳入歳出補正予算事項別明細

書、１、総括は説明を省略させていただきます。 

 27ページをごらん願います。今回の補正は、人事院勧告による給与改正に伴う人件費及

び一般会計との案分率が確定したことによる十勝市町村税滞納整理機構運営に係る分担金

並びに事業の増が見込まれる葬祭費負担金を追加補正する内容でございます。 

 ２、歳入、３款道支出金、１項道補助金、１目保険給付費等交付金15万円を追加し、４

億5,779万5,000円、葬祭費負担金分として北海道から交付される保険給付費等交付金の追

加でございます。 

 ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金15万8,000円を追加し、6,191万

1,000円、人事院勧告による給与改正に伴う職員給与費等繰入金でございます。 

 28ページをお開き願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費

７万8,000円を追加し、2,721万1,000円、人事院勧告による給与改正に伴う人件費の追加で

ございます。 

 ２項徴税費、１目賦課徴収費８万円を追加し、239万5,000円、町税三税と国保税の機構

への引き継ぎ額で決定する一般会計との案分率が確定したことによる十勝市町村税滞納整

理機構運営に係る十勝圏複合事務組合分担金の補正でございます。 

 ２款１項保険給付費、５目葬斎諸費15万円を追加し、45万円、事業の増が見込まれる葬
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祭費負担金を追加補正するものでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第91号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２７ 議案第９２号 

〇田村議長 日程第27、議案第92号 令和元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。 

〇鈴木町民課長 議案書29ページをごらん願います。議案第92号 令和元年度浦幌町後期

高齢者医療特別会計補正予算。 

 令和元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） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３万5,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ8,960万8,000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。 

 令和元年12月２日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正並びに31ページ、歳入歳出補正予算事項別明細

書、１、総括は説明を省略させていただきます。 

 32ページをお開き願います。今回の補正は、人事院勧告による給与改正に伴う人件費の

補正内容でございます。 

 ２、歳入、２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金３万5,000円を追加し、

3,334万2,000円、人事院勧告による給与改正に伴う人件費の事務費繰入金の追加でござい

ます。 
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 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費３万5,000円を追加し、595万

1,000円、人事院勧告による給与改正に伴う人件費の追加でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第92号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２８ 議案第９３号 

〇田村議長 日程第28、議案第93号 令和元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。 

〇鈴木町民課長 議案書33ページをごらん願います。あわせまして説明資料は66ページを

お開き願います。議案第93号 令和元年度浦幌町介護保険特別会計補正予算。 

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

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ17万8,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ６億8,474万3,000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。 

 令和元年12月２日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正並びに35ページの歳入歳出補正予算事項別明細

書、１、総括は説明を省略させていただきます。 

 36ページをお開き願います。今回の補正につきましては、人事院勧告による給与改正に

伴う人件費の追加及び介護保険制度改正に伴うシステム改修業務委託料の確定による委託

料の減額と介護保険事業費国庫補助金を内示に伴い追加補正する内容でございます。 

 ２、歳入、２款国庫支出金、２項国庫補助金、４目介護保険事業費補助金14万8,000円を

追加し、14万8,000円、介護保険制度に伴うシステム改修事業に対する介護保険事業費補助
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金を追加補正するものでございます。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金３万円を追加し、１億2,529万

9,000円、人事院勧告による給与改正に伴う人件費の繰入金の追加及びシステム改修事業に

伴う事務費繰入金の減額の内容でございます。 

 続きまして、37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９万2,000円を追加し、1,564万9,000円、人事院勧告による給与改正に伴う人

件費の追加及びシステム改修業務委託料の確定による委託料の減額の補正でございます。 

 ４款地域支援事業費、２項包括的支援事業費、１目地域包括支援センター運営事業費６

万円を追加し、1,884万円。 

 ３目認知症総合支援事業費２万6,000円を追加し、559万8,000円。 

 いずれも人事院勧告による給与改正に伴う人件費の追加補正でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第93号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２９ 議案第９４号 

〇田村議長 日程第29、議案第94号 令和元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。 

 町立診療所事務長。 

〇新川診療所事務長 補正予算書38ページをごらん願います。議案第94号 令和元年度浦

幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算。 

 令和元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38万2,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ３億4,700万2,000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。 

 令和元年12月２日提出、浦幌町長。 

 第１表、歳入歳出予算補正並びに次のページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総

括につきましては説明を省略させていただきます。 

 41ページをごらん願います。このたびの予算補正につきましては、人事院勧告等による

職員給与に係る人件費を追加するものでございます。 

 ２、歳入、１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金38万2,000円を追加し、

１億815万7,000円。 

 ３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費12万1,000円を追加し、１億1,294万

5,000円。 

 ２目医業費26万1,000円を追加し、２億2,755万7,000円。 

 以上で説明終わらさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

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94号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第３０ 議案第９５号 

〇田村議長 日程第30、議案第95号 令和元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。 

〇早瀬施設課長 議案書の42ページをごらん願います。議案第95号 令和元年度浦幌町公

共下水道特別会計補正予算。 

 令和元年度浦幌町の公共下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１万8,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ２億5,136万7,000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。 

 令和元年12月２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44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。 

 45ページをごらん願います。２、歳入、５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金１万8,000円を追加し、１億3,216万2,000円。 

 ３、歳出、２款事業費、１項１目下水道建設費１万8,000円を追加し、7,266万2,000円。 

 今回の補正につきましては、人事院勧告に伴います給与の改正にかかわる人件費の追加

でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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95号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第３１ 議案第９６号 

〇田村議長 日程第31、議案第96号 令和元年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算を

議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 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は67ページ

をお開き願います。議案第96号 令和元年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算。 

 令和元年度浦幌町の個別排水処理特別会計補正予算（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２万2,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ5,424万9,000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
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予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和元年12月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに48ページ、歳入歳出補

正予算事項別明細書の１、総括につきましては説明を省略させていただきます。 

 49ページをごらん願います。このたびの補正につきましては、個別排水処理施設設置に

かかわる受益者分担金について前納件数の確定に伴う報償費並びに人事院勧告に伴います

給与の改正にかかわる人件費について追加補正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２万2,000円を追加し、

2,988万8,000円。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費5,000円を追加し、254万5,000円、

受益者分担金について前納件数の確定にかかわる報償費の追加でございます。 

 １款総務費、２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費１万7,000円を追加し、

2,208万9,000円、人事院勧告に伴います給与の改正にかかわる人件費の追加でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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。 

 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 済みません。教えてください。 

 報償費って何ですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 個別排水処理施設の合併処理浄化槽を設置したときに伴います浄化槽の

部分の前納報償金になります。 

 基本的には５年間で５万円を支払うという形なのですけれども、それを一括で払った場

合に対する前納に対する報償金という形になります。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 済みません。勉強不足で全然わからないのですけれども、５万円を誰に５年

間払うのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 失礼しました。先ほどの５万円ではなくて、10万円となります。 

 誰が誰にという形なのですけれども、まずは浦幌町が合併処理浄化槽を設置した設置者

に対して前納分にかかわる部分を報償費として支払うという形になります。 

〇田村議長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時４１分  休憩 

午後 ３時４５分  再開 
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〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 答弁願います。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 失礼しました。今回の個別排水処理の部分の報償費にかかわります関係

なのですけれども、まず合併処理浄化槽というもの設置するために設置費用の一部を利用

者のほうから２万円を５年間ということの10万円分を分担金としていただくということに

なっているのですけれども、その10万円を一括してお支払いしていただいた場合について

の報償費として、報償金として町のほうから支払うという形になっております。4,800円で

す。 

〇田村議長 伊藤議員、わかりましたか。 

 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 合併処理浄化槽を使う利用者が２万円を５年間町に対して支払うのですか。

町に対して支払う。そして、その報償費というのはどうなのですか。済みません。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 基本分割して支払われるのですけれども、それを一括して支払った場合

についてのみ報償費として支払うという形になります。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 そうすると、前払いだと前払いしてくれてありがとうということで報償費が

支払われるという理解でいいのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 そういうことで。そのような報償費という形でのお支払いと。町が受益

者に対して支払うという形になります。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 今の関連することなのですけれども、この10万円というのはあくまでも浄化槽

の部分だけのことをいうのでしょう。それを一括して納入したらよく納入していただいた

ということで5,000円の報償金を渡すと、還元するという意味なのですね。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 済みません。先ほどもちょっとお話ししたのですけれども、あくまでも

浄化槽を設置するための建設費の一部として受益者から10万円をいただいて、まず建設の

部分に充てると。それに対して一括で支払っていただいた分については、報償費として前

納報償金という形でお支払いをするという形になります。 

〇田村議長 そのほかありませんか。 
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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96号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第３２ 議案第９７号 

〇田村議長 日程第32、議案第97号 令和元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。 

〇早瀬施設課長 議案書の50ページをごらん願います。議案第97号 令和元年度浦幌町簡

易水道特別会計補正予算。 

 令和元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10万9,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ４億996万円とする。 

 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。 

 令和元年12月２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。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10万9,000円を追加し、１億7,223万7,000円。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費10万9,000円を追加し、3,252万

8,000円。 

 今回の補正につきましては、人事院勧告に伴います給与の改正にかかわる人件費の追加

でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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） 
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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97号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎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12月７日までの５日間、議事の都合により休会とし、12月

８日午後１時30分から本会議を開くことにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、あすから12月７日までの５日間、議事の都合により休会とし、12月８日午後１

時30分から本会議を開くことに決定をいたしました。 

 なお、12月８日は休日休会における日曜議会として特に会議を開くこととしております。

理事者及び説明員の皆様には、傍聴機会の拡充という趣旨をご理解いただきたく、よろし

くご協力をお願いいたします。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって散会といたします。 

散会 午後 ３時５４分 


