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平成２４年第２回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

平成２４年６月１１日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 ２時３６分 

 

〇議事日程 

 日程第 １ 議会運営委員長報告 

 日程第 ２ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ３ 会期の決定 

 日程第 ４ 諸般の報告（議長） 

 日程第 ５ 各常任委員会報告 

 日程第 ６ 行政報告（町長） 

 日程第 ７ 報告第 １号 株式会社ユーエム経営状況等報告について 

 日程第 ８ 報告第 ２号 平成２３年度浦幌町一般会計繰越明許費繰越計算について 

 日程第 ９ 報告第 ３号 平成２３年度浦幌町簡易水道特別会計繰越明許費繰越計算 

              について 

 日程第１０ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２４年度浦幌町一般会計補正予算） 

 日程第１１ 議案第４７号 住民基本台帳法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係 

              条例の整備に関する条例について 

 日程第１２ 議案第４８号 公営住宅買取事業に関する協定の締結について 

 日程第１３ 議案第４９号 平成２４年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第１４ 議案第５０号 平成２４年度浦幌町町有林野特別会計補正予算 

 日程第１５ 議案第５１号 平成２４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５２号 平成２４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５３号 平成２４年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第１８ 議案第５４号 平成２４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５５号 平成２４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５６号 平成２４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５７号 平成２４年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 

〇出席議員（１３名） 

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

    ３番  安  藤  忠  司     ４番  中  尾  光  昭 

    ５番  二  瓶     隆          ６番  福  原  仁  子 
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    ７番  森     秀  幸          ８番  杉  江     博 

    ９番  河  内  富  喜    １０番  阿  部     優 

   １１番  髙  橋  利  一    １２番  野  村  俊  博 

１３番  田  村  寛  邦 

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇出席説明員 

    特 別 職 

     町    長   水  澤  一  廣 

     副  町  長   門  馬  孝  敬 

 

    町 部 局 

     総 務 課 長   鈴  木  宏  昌 

     まちづくり政策課長   大  山  則  幸 

          町 民 課 長      小 路 谷  守  昌 

     保健福祉課長   横  田  孝  志 

          産 業 課 長      亀  山     昇 

     施 設 課 長   新  川  寿  雄 

     上浦幌支所長   佐  藤  勇  人 

     会計管理者   永  澤  厚  志 

          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   山  本  輝  男 

 

    農業委員会 

     会    長   山  本  和  義 

          事 務 局 長      賀  下  利  幸 

 

    監 査 委 員 

     代表監査委員   神  谷  敏  昭 

 

〇出席議会事務局職員 
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     局    長   前  田     勇 

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

    ◎開会の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は13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24年第２回浦幌町議会

定例会を開会いたします。 

 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 直ちに本日の会議を開きます。 

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

します。 

 

    ◎日程第１ 議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 杉江委員長。 

〇杉江議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。 

 ５月25日をもって招集されました平成24年第２回浦幌町議会定例会の運営について５月

29日午前、議会運営委員会を開催し、正副議長の出席のもと、理事者より今定例会に提案

される議案の説明を受け、日程及び運営について協議をいたしましたので、報告をいたし

ます。 

 本定例会は、諸般の報告、各常任委員会報告、行政報告に続き、報告３件、承認１件、

一般議案は２件、補正予算９件、同意１件であります。また、継続審査としております議

会活性化の審議について議会運営委員会より中間報告も予定しております。以上の内容を

踏まえ、会期は本日６月11日より６月18日までの８日間でお願いいたします。本日は、諸

般の報告、各常任委員会報告、行政報告に続いて、報告第１号から第３号まで３件、承認

第１号１件、一般議案は議案第47号から48号まで２件、続いて補正予算、議案第49号から

57号まで９件を予定しております。一般質問につきましては、６月15日を予定しましたの

で、よろしくお願いいたします。 

 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、議会運営委員会において協議をした結果であります。議員各位のご協賛賜ります

ようお願い申し上げまして、議会運営委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 会議録署名議員の指名 

〇田村議長 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期会議録の署名議員は、会議規則第118条の規定により、８番、杉江博議員、９番、河
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内富喜議員を指名いたします。 

 

    ◎日程第３ 会期の決定 

〇田村議長 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りをいたします。本定例会の会期は、本日から６月18日までの８日間にしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から６月18日までの８日間と決定をいたしました。 

 

    ◎日程第４ 諸般の報告 

〇田村議長 日程第４、諸般の報告を事務局長より行わせます。 

〇前田議会事務局長 報告をいたします。 

 今期議会の説明員につきましては、平成24年５月25日付で町長並びに教育委員長、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24年５月15日から６月10日までの議長等の動静及び議員の派遣結果報告並び

に監査委員から提出のあった平成24年２月分から平成24年４月分の現金出納検査報告書に

ついては、お手元に配付のとおりでありますので、ごらんおきを願います。 

 以上で報告を終わります。 

〇田村議長 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第５ 各常任委員会報告 

〇田村議長 日程第５、各常任委員会報告を許します。 

 初めに、総務文教厚生常任委員会、中尾委員長。 

〇中尾総務文教厚生常任委員長 総務文教厚生常任委員会より委員会調査報告をいたしま

す。 

 本委員会に付託された調査事件について、調査の結果を浦幌町議会会議規則第77条の規

定により報告をいたします。 

 １、調査事件、海岸線地域における防災対策について。 

 ２、調査実施期日、平成24年５月18日。 

 ３、調査の経過と結果、調査の経過と結果につきましては要旨のみ説明をさせていただ

きます。本町の防災計画につきましては、平成18年に北海道が500年間隔地震を想定して作

成したハザードマップをもとに計画をされております。しかし、北海道では今回見直しが

され、北海道防災会議地震専門委員会のワーキンググループが発表した中間報告では当初

の予想を大幅に上回る発表がされ、本町におきましても当初最大13メートルの津波を想定

して作成された防災計画が最大で28メートルの津波が想定されるとの発表があり、当初の
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想定の倍以上の津波に対する対応が必要となり、さらに今後防災計画の見直しが必要とな

ってまいります。この発表は、あくまでも中間発表であり、北海道からの最終報告を待っ

て対応を検討するということでございました。北海道の最終報告の時期につきましては、

１カ月から２カ月後と言われており、まだ時間がかかることが想定されますが、本町とし

ても大幅な見直しが必要であります。そのため、平成24年度の災害対策事業も執行できな

い状況である旨の報告がされております。 

 最後に、所見といたしまして、北海道として一刻も早いしっかりとした根拠のある最終

報告をしていただきたいと願う。本町においても、北海道からの最終報告後は速やかに対

応できる準備が必要である。また、先行して実施できる事業については速やかな対応を求

めるものである。今年度より行政区への出張説明会を開催し、自主防災組織についての説

明などで町民意識の高揚が期待されるが、情報がきちんと伝わっていない行政区もあり、

今後さらに地域に出向いてのきめ細かな情報発信が必要と考える。町民の命を守るため、

町一体となった取り組みが今後さらに必要であると感じた調査であった。 

 以上、報告を申し上げまして委員会調査報告といたします。 

〇田村議長 次に、産業建設常任委員会、森委員長。 

〇森産業建設常任委員長 産業建設常任委員会報告をいたします。 

 本委員会に付託されました調査事件についての調査結果を浦幌町議会会議規則第77条の

規定により報告します。 

 １、調査事件、町道の管理状況と整備計画について。 

 ２、調査実施期日、平成24年５月25日。 

 ３、調査の経過と結果につきましては、全文の朗読を省略し、要旨のみ報告させていた

だきます。本委員会は、午前９時から第３期まちづくり計画に基づき今後の整備計画につ

いて市街地の寿東通を初め町道９路線の現地調査を行い、引き続き役場委員会室において

説明を受け、調査をいたしました。なお、現地調査に当たっては総務文教厚生常任委員会

も参加しております。第３期まちづくり計画については、道路網状況、路線の重要性、緊

急度、地域要望などを踏まえ、財政状況を勘案して整備計画され、毎年道路、河川の破損

状況により改修を随時実施されている状況であります。本町の町道につきましては、225路

線、実延長約303キロメートル、うち改良済み延長は約193キロメートル、改良率63.6％、

舗装済み延長約186キロメートル、舗装率にして61.2％となっており、未整備延長について

は約110キロメートル、未整備率は36.4％であります。また、橋梁は、国道と重複する１橋

を含む108橋となっています。今後の整備計画については、既に事業を終了した相川２号線

を除き、平成27年度までに現在整備中の路線を含め９路線、総延長5,482メートル、総事業

費11億4,100万となっており、平成25年以降の残事業費は６億8,100万です。なお、事業費

2,400万により橋梁107橋を対象とした橋梁長寿命化修繕計画については、平成25年度に策

定する計画であります。町道の整備計画については、第３期まちづくり計画に沿って事業

が遂行されていることを確認いたしました。 
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 所見といたしまして、１点目、道路は地域の日常生活、産業活動を支える重要な基盤で

あるとともに、地域間の交流、連携を促進するためにも重要であります。第３期まちづく

り計画の前期実施計画は、平成27年度で終了しますが、まだ未整備町道が多く見られるの

で、優先順位を考慮し、国の補助制度を活用しながら順次整備計画を進めるように望む。 

 ２点目としまして、町道厚内上厚内線の整備については、平成27年度までの第３期まち

づくり計画の実施計画には登載されていませんが、本路線は災害時において海岸線の道路

が使用できなくなった場合、地域住民が国道に抜ける唯一の道路であり、大変重要な町道

であると認識しているところであります。ついては、本路線の今後における適正な道路管

理と整備について十分検討されることを望む。 

 以上、産業建設常任委員会所管事務報告といたします。 

〇田村議長 これで各常任委員会報告を終わります。 

 

    ◎日程第６ 行政報告 

〇田村議長 日程第６、行政報告を許します。 

 町長。 

〇水澤町長 行政報告を行います。 

 平成24年５月15日から平成24年６月10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、お目通しを願いたいと思います。 

 ２の建設工事入札結果についてでありますが、万年統太線舗装工事ほか５件であります。 

 ３の委託業務入札結果につきましては、役場庁舎耐震診断委託業務ほか４件であります。 

 ４の物品購入入札結果につきましては、軽貨物自動車購入であります。 

 ５のその他についてはございません。 

 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７ 報告第１号 

〇田村議長 日程第７、報告第１号 株式会社ユーエム経営状況等報告についてを議題と

いたします。 

 報告を求めます。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 報告第１号 株式会社ユーエム経営状況等報告について。 

 株式会社ユーエムの平成23年度決算及び平成24年度事業計画を別紙のとおり報告する。 

 平成24年６月11日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんください。経営状況等報告。平成23年４月１日から平成24年３月31日

まで。１、平成24年３月31日現在の会社の概要について申し上げます。 

 （１）商号、株式会社ユーエム。 
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 （２）所在地、浦幌町字万年353番地の70。 

 （３）会社設立、昭和63年12月22日。 

 （４）資本金、5,500万円、発行済み株式、1,100株。株主数、１団体、４会社。 

 （５）事業内容、①、浦幌町の委託事業、一般廃棄物処理施設を初め14事業、②、ギョ

ウジャニンニクを原料とした製品の製造販売及び地元生産品の販売、③、町営公衆浴場、

健康湯の指定管理者として管理を行っています。 

 （６）従業員の状況、男性につきましては販売事業１名、受託事業23名、嘱託職員１名

の合計25名、女性につきましては事務１名、受託事業８名の合計９名、男性と女性を合計

しますと事務１名、販売事業１名、受託事業31名、嘱託職員１名、合計34名の従業員数と

なっており、前期より１名増員となっております。また、上記のほか専務１名の体制とな

っております。 

 ２、事業の概況について申し上げます。（１）委託事業について、委託業務については14事

業、一般廃棄物処理施設、浄水場施設、下水道終末処理施設、学校給食配送、保育園調理

員補助員、養護老人ホーム施設管理、役場庁舎公務補、浦幌、上浦幌中学校公務補、浦幌、

厚内、上浦幌中央小学校公務補、幼稚園、保育園公務補、消防設備点検の業務を受託し、

行ってまいりました。職員体制は、一般廃棄物処理施設７名、浄水場施設４名、下水道終

末処理施設２名、学校給食配送２名、保育園調理員補助員１名、養護老人ホーム施設管理

１名、役場庁舎公務補１名、浦幌中学校公務補２名、上浦幌中学校公務補１名、浦幌小学

校公務補２名、厚内小学校公務補１名、上浦幌中央小学校公務補１名、幼稚園、保育園公

務補１名、健康湯の管理５名、嘱託職員１名の合計32名となっております。 

 （２）販売事業について、東日本大震災及び長引く不況によって厳しい状況で推移しま

した。主力商品のギョウジャニンニクについては、昨年の半分弱の販売にとどまり、特に

大手製薬会社からの注文が激減したのと昨年３月以降の観光客の減によって生食の注文が

大幅に減っていることも原因となっています。加工品の販売については、ほぼ前年並みで

推移しております。 

 （３）健康湯事業について、昨年再開した留真温泉の影響については当初見積もった減

少数を大きく上回り、対前年比は約18％の減となりました。ただし、森林公園利用や旅行

のお客様については温泉へ回ったことがうかがえますが、町内のお客様については大人で

平成22年度6,990人、平成23年度6,176人と大差なく、身近なおふろとして活用いただいて

いる結果となっています。 

 次のページをごらんください。平成24年３月31日現在の貸借対照表の要旨につきまして

は、説明を省略させていただきます。 

 次のページの平成23年４月１日から平成24年３月31日までの損益計算書の要旨について

申し上げます。経常損益につきましては、営業損益の部、売上高は１億4,729万289円、売

り上げ原価は1,061万480円、販売及び一般管理費は１億3,626万2,440円、営業利益は41万

7,369円、営業外損益の部、営業外収益は３万6,899円、営業外費用は９万1,852円、経常利
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益が36万2,416円になりました。税引き前当期純利益が36万2,416円、法人税等充当額が20万

6,000円、当期純利益が15万6,416円、前期繰越利益がマイナス3,901万6,323円、当期末処

分利益がマイナス3,885万9,907円でございます。 

 次のページをごらんください。平成24年度事業計画について申し上げます。１、委託事

業について、全事業所においておのおのが公的事業に携わっているという自覚、責任を常

に堅持し、業務の遂行に向けてたゆまぬ努力を続けてまいります。 

 ２、販売事業について、主力のギョウジャニンニクについては製薬会社における商品販

売が他の商品に押されて伸び悩み、原料の動きが停滞しています。昨年道の駅で販売した

ジンギスカンセットとあわせ、ウインナーセットを販売しておりますが、お土産用として

需要がふえてきていますので、さらに種類をふやすことといたします。また、冷凍のギョ

ウジャニンニクについても道の駅、留真温泉でのさらなる販売増を目指します。今年度の

重点目標として、１、道の駅及び留真温泉での販売増に向けた取り組み、２、生食冷凍品

の販路拡大、３、商談会及び販売イベントの積極的な取り組み、４、季節限定商品の売り

込みの強化、５、原料の新たな販路拡大へ向けた活動を柱としながら事業を行ってまいり

ます。 

 ３、健康湯事業について、本年度が指定管理者として最後の１年となります。留真温泉

の再開で平成22年度の実績から平成23年度は減少しましたが、9,000人台は維持しておりま

すので、環境整備、館内の清潔さに十分配意して、より多くのお客様に利用していただけ

るよう従業員指導を徹底してまいります。 

 次のページをごらんください。平成24年度事業総括収支計画について申し上げます。事

業収入の販売事業が2,770万円、委託業務事業が１億3,601万144円、事業収入を合計いたし

まして１億6,371万144円、事業支出の販売事業の商品及び原材料費が1,120万円、事業経費

及び管理費が850万円、計1,970万円、受託業務事業の各事業所支出経費が１億2,805万

4,000円、一般管理経費が795万6,144円、計１億3,601万144円、事業支出を合計いたしまし

て１億5,571万144円、粗利益は800万円でございます。 

 次のページの平成24年４月１日現在の株式会社ユーエム役員名簿につきましては、ごら

んおき願います。 

 以上で株式会社ユーエム経営状況等報告の説明とさせていただきます。 

〇田村議長 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 これで報告第１号を終わります。 

 

    ◎日程第８ 報告第２号 

〇田村議長 日程第８、報告第２号 平成23年度浦幌町一般会計繰越明許費繰越計算につ

いてを議題といたします。 
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 報告を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 報告第２号 平成23年度浦幌町一般会計繰越明許費繰越計算について。 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第２項の規定により、平成23年度浦幌

町一般会計の繰越明許費繰越計算について、別紙のとおり報告する。 

 平成24年６月11日提出、浦幌町長。 

 次のページをおめくり願います。本繰越明許費につきましては、平成23年度予算のうち

翌年度に繰り越して執行する事業に係る内容で、平成24年第１回町議会定例会におきまし

て繰越明許費補正のご議決をいただいた内容でございます。 

 平成23年度浦幌町一般会計繰越明許費繰越計算書。 

 ２款総務費、１項総務管理費、事業名、通学通光伝送路設備移設復旧工事費、金額70万

円、翌年度繰越額70万円、北海道施行の旧オベトン川改修工事に伴う光伝送路設備の移設

に係る内容でございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、事業名、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業、

金額4,160万円、翌年度繰越額、全額の4,160万円、浦幌町農業協同組合が実施主体の事業

で、農協上浦幌支所分の整備事業についての繰り越しでございます。事業名、中浦幌地区

担い手支援型畑地帯総合整備事業、金額3,340万円、翌年度繰越額1,420万円、道営土地改

良事業における整備事業で、明渠排水、延長435メートルを整備する内容のものでございま

す。事業名、浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備事業、金額2,819万9,000円、翌年度繰

越額2,080万円、道営土地改良事業における整備事業で、暗渠排水32ヘクタール、心土破砕

５ヘクタール、区画整理事業に係る繰り越しの内容でございます。事業名、浦幌地区農業

体質強化基盤整備促進事業、金額8,940万円、翌年度繰越額、全額8,940万円、団体営土地

改良事業費における暗渠排水32ヘクタール、明渠排水、延長226メートルの整備の内容でご

ざいます。５事業合計、金額１億9,329万9,000円、翌年度繰越額１億6,670万円。 

 以上で報告説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 これで報告第２号を終わります。 

 

    ◎日程第９ 報告第３号 

〇田村議長 日程第９、報告第３号 平成23年度浦幌町簡易水道特別会計繰越明許費繰越

計算についてを議題といたします。 

 報告を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 報告第３号 平成23年度浦幌町簡易水道特別会計繰越明許費繰越計算に
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ついて。 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第２項の規定により、平成23年度浦幌

町簡易水道特別会計の繰越明許費繰越計算について、別紙のとおり報告する。 

 平成24年６月11日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんください。平成23年度浦幌町簡易水道特別会計繰越明許費繰越計算

書。 

 ２款１項事業費、事業名、下浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備事業、金額１億1,334万

3,000円、翌年度繰越額8,700万円、北海道が事業主体の下浦幌地区の営農用水事業に係る

負担金で、平成24年度の予定事業を前倒しで配水管路、それと配水池施設を整備する内容

でございます。 

 以上、報告説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 これで報告第３号を終わります。 

 

    ◎日程第１０ 承認第１号 

〇田村議長 日程第10、承認第１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。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、平成24年度浦幌町一般

会計補正予算について、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求める。 

 平成24年６月11日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 平成24年５月18日、浦幌町長。 

 記、平成24年度浦幌町一般会計補正予算、別紙のとおり。 

 次の別紙をごらんおき願います。平成24年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成24年度浦幌町の一般会計補正予算（第２回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ172万2,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ55億7,927万2,000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
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予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 次のページをごらんおき願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては、省略を

させていただきます。 

 また、次のページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括についても省略をさせて

いただきます。 

 次のページをお開き願います。２、歳入、17款繰入金、２項１目基金繰入金172万2,000円

を追加し、4,217万円、１節基金繰入金172万2,000円、財政調整基金の繰入金の追加でござ

います。 

 ３、歳出、６款農林水産業費、１項農業費、５目畜産振興費172万2,000円を追加し、1,942万

4,000円、11節需用費172万2,000円の追加は、修繕料172万2,000円の内容であります。議案

説明資料１ページに記載のとおりでございますが、模範牧場における取水施設修繕に係る

費用で、５月６日、落雷による影響と思われる取水ポンプの故障に対応するものでござい

ます。なお、故障から復旧までにおきましては、模範牧場内給水施設から給水用タンクに

より補給運搬を行い、水の供給を行ってまいりました。 

 以上でございます。説明をさせていただきましたので、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。 

 ７番、森議員。 

〇森議員 今回昆布刈石団地の取水施設が落雷によることで故障になったということでご

ざいますけれども、これ平成15年度につくられまして、かれこれもう18年、19年ぐらいた

つのかなというふうに思っておるところでございますけれども、ほかの団地のほう、十勝

太、また静内団地のほうもこの施設があると思うのですけれども、この辺のポンプの耐用

年数というのですか、ほかのほうはどのようなことになっているのか、ちょっとお伺いを

したいなというふうに思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 今森議員のご質問でポンプの耐用年数というお話でございましたが、法

的な耐用年数についてはちょっと調べてございませんでしたので、そこはちょっとわから

ないわけですが、それでも十勝太には原水ポンプが１基、浄水ポンプが２基ございます。

これらについては、平成５年度にやはり同じく道営草地整備事業によって布設したもの、

また静内団地には原水ポンプ２基がございますが、これも同じく道営草地整備事業により

平成５年度に取得したものでございます。それで、過去にそれぞれ修繕によって、修繕と

いいますか、ポンプがいわゆる故障したことによって取りかえは順次行ってきております。

十勝太の原水ポンプについては２回行っておりますし、浄水ポンプについてはそれぞれ２

基について１回ずつ行っております。また、静内の原水ポンプ２基についても２回ずつそ

れぞれ修繕によって取りかえているという状況でございまして、やはり水を供給する施設
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ということで、その都度修繕をしながら行ってきているという状況でございます。今後に

つきましても、やはり２基あるものについてはそれぞれ交互に利用しながら、１基がだめ

になっても１基のほうで対応しながらと、そういうふうな形で行っていく、また十勝太の

原水ポンプにつきましては牛に与える飲み水については川水を直接配水池にくむような装

置もつけてございますので、そういう中で対応していけるものと。今後においてもやはり

経過年数とともにそういうふうな修繕、いわゆる取りかえ修繕が必要な時期も来ることも

予想されますが、そのときにはその都度そのような対応をしていきたいというふうに考え

ております。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより承認第１号を採決いたします。 

 本件を承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、承認第１号は承認することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１１ 議案第４７号 

〇田村議長 日程第11、議案第47号 住民基本台帳法の一部を改正する法律等の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 議案第47号 住民基本台帳法の一部を改正する法律等の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例について。 

 住民基本台帳法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を別

紙のとおり定める。 

 平成24年６月11日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開きください。住民基本台帳法の一部を改正する法律等の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例。 

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

より説明いたします。説明資料の２ページをごらん願います。改正の趣旨でございますが、

住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）の一部改正及び外国人登録法（昭和27年法律第

125号）の廃止に伴い、関係条例の整備を行うものです。 
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 改正の主な内容といたしましては、平成24年７月９日に住民基本台帳法の改正法が施行

され、外国人登録法が廃止されることに伴い、外国人住民に対しても日本人と同様に住民

票が作成されることとなり、外国人登録の文言の削除等、外国人住民に関する規定の用語

の整備を行うため関係条例の整備をするものです。 

 関係条例につきましては、１、印鑑の登録及び証明に関する条例、２、浦幌町手数料徴

収条例、３、浦幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、４、

浦幌町出産祝金贈呈条例、５、浦幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例、６、浦幌町敬

老祝金贈呈条例。 

 施行期日につきましては、平成24年７月９日でございます。 

 関係条例の新旧対照表につきましては、印鑑の登録及び証明に関する条例は説明資料の

３ページから６ページに、浦幌町手数料徴収条例は説明資料の７ページ、８ページに、浦

幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例は説明資料の９ペー

ジに、浦幌町出産祝金贈呈条例は説明資料の10ページに、浦幌町乳幼児等医療費の助成に

関する条例は説明資料の11ページに、浦幌町敬老祝金贈呈条例は説明資料の12ページにそ

れぞれ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47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、議案第47号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１２ 議案第４８号 

〇田村議長 日程第12、議案第48号 公営住宅買取事業に関する協定の締結についてを議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 議案第48号 公営住宅買取事業に関する協定の締結について。 

 公営住宅買取事業に関する協定について、次のとおり締結する。 

 平成24年６月11日提出、浦幌町長。 
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 １、事業の名称、平成24年度浦幌町南町団地買い取り事業。 

 ２、買い取り金額、１億594万5,000円。 

 ３、協定の相手方、北原・宮本・岡田建設グループ、代表者、十勝郡浦幌町字合流133番

地、株式会社北原建設代表取締役、北原晃夫。 

 ４、事業期間、平成25年１月31日。 

 本事業の協定の締結につきましては、平成24年第１回町議会定例会で議決していただき

ました議会の議決すべき事件に関する条例に基づき、提出させていただくものでございま

す。 

 趣旨等につきましては、議案説明資料に基づき説明させていただきますので、議案説明

資料13ページをごらんおきをお願い申します。公営住宅買取事業に関する協定の締結説明

資料。 

 最初に、１項目め、協定締結の趣旨でございますけれども、老朽化した公営住宅等の建

てかえを進めるため、公募型プロポーザル方式により優先交渉権者となった応募提案者よ

り実施設計完了に伴いまして、平成23年浦幌町条例第７号、議会の議決すべき事件に関す

る条例第２条の規定により、公営住宅買取事業に関する協定に関し、町議会の議決を経よ

うとするものです。 

 ２項目めの協定の内容でございますが、１、事業の内容、買い取り公営住宅及び附帯施

設の建築工事、２、場所は浦幌町字南町６番地10、３、構造は鉄筋コンクリート造２階建

て、４、１階１ＬＤＫ３戸、２階２ＬＤＫ３戸の１棟６戸です。５、延べ面積は486.77平

方メートル、６、契約の相手方は北原・宮本・岡田建設グループで、代表、株式会社北原

建設、構成員といたしまして宮本建設有限会社及び株式会社岡田設計でございます。 

 ３項目めの今後のスケジュール、予定でございますけれども、今町議会定例会で議決し

ていただいた後に、６月下旬、公営住宅買取事業に関する協定の締結、７月上旬、事業着

手、年明けの１月31日工期で、完成検査後、２月上旬、仮売買契約締結、中旬には財産の

取得について議会提案をさせていただき、議決後、本契約を締結し、３月上旬には登記を

完了させ、入居を開始する予定でございます。 

 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。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 公募型プロポーザル方式という新しい方法で住宅を建設するということです

が、これにつきまして北海道、国挙げての木材、国内材の利用、供給ということでいろい

ろと努力をしているところでありますが、この件につきまして内装材というのですか、そ

ういったもので特別条件つけて浦幌町の木材を使うというようなことは計画しているかど

うかお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 
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〇新川施設課長 この建築についてなのですが、プロポーザルということで提案者のほう

からいろいろ提案していただきましたが、こちらとしましても内装につきましてはカラマ

ツなどの羽目板など、そういう地域材を活用するように指示してございます。 

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48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、議案第48号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、暫時休憩をいたします。 

 

午前１０時４９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ます。 

 

    ◎日程第１３ 議案第４９号 

〇田村議長 日程第13、議案第49号 平成24年度浦幌町一般会計補正予算を議題といたし

ます。 

 お諮りをいたします。本議案は２つに分割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、２つに分割して審議することに決定をいたしました。 

 初めに、17ページ、５款労働費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 議案第49号 平成24年度浦幌町一般会計補正予算。 
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 平成24年度浦幌町の一般会計補正予算（第３回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,361万5,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ56億7,288万7,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （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24年６月11日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんおき願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略をさ

せていただきます。 

 ５ページをごらんおき願います。第２表、地方債補正、変更、起債の目的、過疎対策事

業、補正前の限度額１億8,630万円、補正後の限度額２億930万円。起債の目的、観光施設

環境改善事業、補正前限度額150万円、補正後の限度額1,450万円。起債の目的、うらほろ

森林公園オートキャンプ場電源施設設置事業、補正前の限度額ゼロ円、補正後の限度額

1,000万円。なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては補正前に同じでございま

す。合計補正前限度額６億5,300万円、補正後の限度額６億7,600万円。 

 次の６ページをごらんおき願います。歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括につき

ましては省略をさせていただきます。 

 ８ページをおめくり願います。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107万1,000円を追加し、１億1,625万円、１節子ども手当国庫負担金3,989万

2,000円の更正減、５節児童福祉費国庫負担金4,096万3,000円の追加、このことにつきまし

ては子ども手当国庫負担金、児童手当国庫負担金、それぞれ説明資料16ページに記載のと

おり児童手当法改正による内容のものでございます。 

 ３目衛生費国庫負担金、補正前の額ゼロ円、新たに目を設ける内容でございます。58万

4,000円を追加するものでございます。１節保健事業国庫負担金58万4,000円の追加、がん

検診推進事業国庫負担金でございます。説明資料18ページに記載のとおり、継続事業の内

容であります。 

 ３項委託金、１目総務費委託金16万1,000円を追加し、17万8,000円、１節総務費委託金

16万1,000円の追加は、中長期在留者住居地届け出等事務委託金にかかわる内容でございま

して、外国人登録法廃止に伴う在留者手続事務の委託金でございます。 

 14款道支出金、１項道負担金、２目民生費道負担金53万5,000円を減額し、8,246万

5,000円、２節子ども手当道負担金997万1,000円の更正減、７節児童福祉費道負担金943万

6,000円の追加、このことにつきましても説明資料16ページに記載のとおりでございまし

て、児童手当法改正に伴うものでございます。 

 ３目衛生費道負担金１万4,000円を追加し、13万4,000円、１節保健事業道負担金１万
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4,000円の追加は、老人保健事業費道負担金でございます。説明資料18ページに記載をして

おります。 

 ２項道補助金、２目民生費道補助金11万7,000円を追加し、1,307万円、１節社会福祉費

補助金11万7,000円の追加は、障害者自立支援法円滑化特別対策事業補助金で、説明資料

17ページに記載のとおり、平成24年度からの新体系定着支援事業のものでございます。 

 ５目農林水産業費道補助金600万円を追加し、5,018万6,000円、１節農業費補助金600万

円の追加は、青年就農給付金事業補助金で、説明資料19ページに記載のとおりでございま

す。 

 ３項委託金、３目農林水産業費委託金13万4,000円を追加し、1,639万7,000円、１節農業

費委託金13万4,000円の追加は、農地・水保全管理支払い事業推進交付金の内容でございま

して、説明資料20ページに記載のとおり、事業の継続実施のものでございます。 

 15款財産収入、２項財産売払収入、３目有価証券売払収入、新たに目を設けるものでご

ざいまして、２万8,000円の追加でございます。１節有価証券売払収入２万8,000円の追加

は、北海道漁船海難救済基金協会出捐金返戻収入２万8,000円でございます。説明資料14ペ

ージに記載のとおり、基金協会の解散による出捐金の返戻収入でございます。 

 17款繰入金、２項１目基金繰入金5,648万1,000円を追加し、9,865万1,000円、１節基金

繰入金5,648万1,000円の追加は、財政調整基金繰入金5,120万1,000円、地域振興基金繰入

金528万円の追加でございますけれども、説明資料18ページに記載のとおりでございます。 

 19款諸収入、５項１目雑入656万を追加し、1,370万8,000円、３節雑入656万円の追加は、

コミュニティ助成事業助成金250万円につきましては説明資料23ページ、ＮＨＫケーブルテ

レビ移行経費助成金406万円の追加につきましては説明資料14ページに記載のとおり地デ

ジ化に係る助成金でございます。 

 10ページをごらんおき願います。20款１項町債、４目農林水産業債2,300万円を追加し、

4,380万円、２節林業債2,300万の追加は、観光施設環境改善事業債1,300万円、うらほろ森

林公園オートキャンプ場電源設備設置事業債1,000万円の追加でございます。説明資料21ペ

ージ、22ページに記載のとおりでございます。 

 次に、歳出でございますけれども、歳出に入る前に、人件費につきましては４月１日新

規採用及び人事異動に伴う科目間の変更、昇格に伴う管理職手当等の増、扶養手当の支給

区分の変更、子ども手当から児童手当への変更、共済負担金の負担金率確定による減、退

職手当負担金改定に伴う増の内容でございます。一般会計、特別会計合わせて２節給料、

３節職員手当等、４節共済費合計で16万9,000円の更正減となるものでございます。なお、

人件費につきましては内容説明を省略させて、項目のみ朗読で説明させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 ３、歳出、１款１項１目議会費23万4,000円を減額し、7,387万3,000円、２節給料18万

8,000円、４節共済費８万8,000円は、いずれも更正減でございます。11節需用費４万2,000円

の追加は、消耗品の追加で、説明資料14ページに記載のとおりでございます。 
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 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費162万8,000円を減額し、２億9,460万

7,000円、２節給料14万7,000円の追加は、給料の追加でございます。３節職員手当等47万

4,000円、４節共済費231万3,000円は、いずれも更正減でございます。９節旅費46万2,000円

は、普通旅費の追加でございますけれども、説明資料15ページに記載のとおりでございま

す。11節需用費55万円の追加は、修繕料55万円の追加で、説明資料15ページに記載のとお

り、役場庁舎玄関修繕にかかわるものでございます。 

 ２目情報化推進管理費277万2,000円を追加し、8,510万8,000円、13節委託料277万2,000円

の追加は、ネットワーク稼働制御システム運用管理保守業務委託料で、説明資料15ページ

に記載のとおり、ネットワークシステムに係る制御設定保守管理委託料でございます。 

 次の12ページをごらんおき願います。７目企画費1,000円を追加し、4,763万6,000円、19節

負担金、補助及び交付金1,000円の追加は、全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金で、

説明資料16ページに記載のとおりでございます。 

 ８目支所費13万8,000円を減額し、1,733万1,000円、２節給料15万6,000円の更正減、３

節職員手当等12万3,000円の追加、４節共済費10万5,000円の更正減でございます。 

 ２項徴税費、１目税務総務費412万4,000円を減額し、2,665万7,000円、２節給料212万

2,000円、３節職員手当等80万4,000円、４節共済費119万8,000円は、いずれも更正減でご

ざいます。 

 ３項１目戸籍住民登録費8,000円を減額し、1,496万6,000円、２節給料13万1,000円の追

加、３節職員手当等14万6,000円の更正減、４節共済費7,000円の追加でございます。 

 ４項選挙費、１目選挙管理委員会費１万8,000円を減額し、1,056万1,000円、４節共済費

１万8,000円の更正減でございます。 

 ５項統計調査費、１目統計調査総務費15万7,000円を減額し、1,337万2,000円、２節給料

７万円、３節職員手当等２万4,000円、４節共済費６万3,000円は、いずれも更正減でござ

います。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費913万6,000円を追加し、３億６万

1,000円、２節給料453万1,000円、３節職員手当等221万9,000円、４節共済費228万5,000円

は、いずれも追加でございます。次のページをごらんおき願います。20節扶助費15万6,000円

の追加は、新体系定着支援事業給付費で、説明資料17ページに記載をしてございます。28節

繰出金５万5,000円の更正減は、国民健康保険事業特別会計繰出金の更正減でございます。 

 ７目後期高齢者医療費9,000円を減額し、１億1,222万1,000円、28節繰出金9,000円の更

正減は、後期高齢者医療特別会計事務費繰出金の更正減でございます。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費74万7,000円を追加し、1,789万円、２節給料45万

1,000円の追加、３節職員手当等１万7,000円の更正減、４節共済費31万3,000円の追加でご

ざいます。 

 ２目児童措置費につきましては、補正額ゼロ円でございますけれども、20節扶助費にお

きまして子ども手当、児童手当それぞれにかかわりまして組み替えのものでございます。
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財源内容が変わる内容となってございますので、よろしくお願いいたします。説明資料16ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ３目認可保育園運営費457万1,000円を追加し、9,584万6,000円、２節給料134万3,000円、

３節職員手当等137万7,000円、４節共済費65万1,000円は、いずれも追加でございます。15節

工事請負費120万円の追加は、説明資料17ページに記載のとおり、非常用放送設備及び消防

設備改修にかかわる費用でございます。 

 ４目へき地保育所運営費17万4,000円を減額し、3,278万4,000円、２節給料22万5,000円

の更正減、３節職員手当等19万3,000円の追加、４節共済費14万2,000円の更正減でござい

ます。 

 ６目児童デイサービスセンター運営費14万1,000円を減額し、1,737万3,000円、３節職員

手当等10万4,000円、４節共済費３万7,000円は、いずれも更正減でございます。 

 ８目子育て支援センター費125万円を減額し、1,692万8,000円、２節給料27万円、３節職

員手当等80万4,000円、４節共済費17万6,000円は、いずれも更正減でございます。 

 16ページをおめくり願います。３項老人福祉費、１目老人福祉総務費129万8,000円を追

加し、１億6,625万8,000円、28節繰出金129万8,000円の追加は、介護保険特別会計繰出金

でございます。 

 ４目老人ホーム費261万6,000円を追加し、１億8,085万5,000円、２節給料96万4,000円、

３節職員手当等５万2,000円、４節共済費7,000円は、いずれも追加でございます。７節賃

金159万3,000円は、説明資料17ページに記載のとおり、介護員の臨時的任用のものでござ

います。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費216万1,000円を追加し、１億8,101万

6,000円、３節職員手当等８万3,000円の追加、４節共済費８万5,000円の更正減、11節需用

費15万9,000円、12節役務費13万7,000円の追加は、それぞれ説明資料18ページに記載のと

おり印刷製本費、通信運搬費の内容でございます。28節繰出金186万7,000円の追加は、簡

易水道特別会計繰出金でございます。 

 ３目環境衛生費４万1,000円を減額し、3,989万5,000円、28節繰出金４万1,000円の更正

減は、個別排水処理特別会計繰出金でございます。 

 ５目医療対策費692万5,000円を減額し、7,815万1,000円、28節繰出金692万5,000円の更

正減は、浦幌町立診療所特別会計繰出金の更正減でございます。 

 ５款労働費、１項１目労働諸費528万円を追加し、1,533万7,000円、19節負担金、補助及

び交付金528万円の追加は、雇用促進事業補助金で、説明資料18ページに記載のとおり、第

３期まちづくり計画に係る重点プロジェクトの推進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 質疑に当たりましては、ページ数を申し上げてから質疑されますようご協力

をお願いしておきたいと思います。 

 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、中尾議員。 

〇中尾議員 それでは、２点質問させていただきます。 

 まず、ページ数が15ページになりますけれども、認可保育園の部分の工事の請負費120万

円がございます。このことについてお伺いをいたします。この機器が年数がたって老朽化

をして不備ができたということで、３月の消防のほうの定期検査で取りかえが必要だよと

いう報告があって今回こういう形になったということですね。そのことについてはよろし

いのですけれども、３月にこの検査を実施して、今この６月の定例会まで待って補正を組

んで事業がされるということですね。私は、こういった事業については早急にすべきでは

ないのかなと思うのです。先月５月にも臨時会がありましたし、子どものこういった安全

にかかわる部分については臨時会でもいいですし、もしくは専決処分で、牛の水には専決

処分するのだけれども、子どもの安全には専決処分しないということに私はならないと思

うのです。この事業することはいいですけれども、事業の仕方が私は遅いと言うのです。

子どもの安全、いろんな部分の安全については、先般も十勝でも大変な大惨事になるよう

なこともあったではないですか、音更で。やはりいつどんなことがあるのかわからないわ

けですから、こういった安全の部分についてはこんな定例会の時期を待たずに早急に対策

をするということ、これはやはり専決処分、これが専決処分で、これがという、その区分

けというのでしょうか、私はその辺の見直しというものが必要になってくるのではないか

なというふうに思います。ですから、この辺についての専決処分の考え方、また今回のこ

れを６月まで持ち越している部分のこの辺の考え方について、私は思うのですけれども、

やはりこういういろんな設備についてはいろんな点検を当然するわけですから、点検をし

て悪ければ当然新しくする、更新をする、修理をするわけです。そうすると、行政の予算

からいって３月に点検したのでは間に合わないではないですか。それであるのであれば、

もっと早くに年前に点検をして３月の本予算に間に合わせるだとかと、やっぱりそういう

点検の仕方の時期も考えなければならないのかなというふうに思います。そんなことも含

めて、私は今回のこの部分の直すことはいいのですが、予算の提案時期について私は疑問

があります。この辺についての説明をまず１点求めたいと思います。 

 もう一点目につきましては、17ページの労働諸費であります。今回もありがたいことに

というか、大幅に上回る正社員の雇用があったということでの部分であります。それで、

当初５名から今回11名ふえて16名ということでありますけれども、これはいいのですけれ

ども、この内容についてどういう形になっているのか。聞くところによると、大半が今ま

でパートだったのがただ正社員になるだけということで、本当の意味の新規という部分が

なかなかなっていないのではないかなと思うのです。ですから、この雇用という部分につ

いては今後も行政としてしっかりと推し進めなければならないということを考えるなら

ば、どういう業種だったのかだとか、年齢的にどうだっただとか、今言ったような雇用形

態もただパートとかそういう部分からなっているのだとか、派遣からなっているとか、そ

ういうような部分の詳細というものも当然行政としてきちっと把握をした上でまた次の対
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策に当てなければならないのではないかなというふうに私は考えますけれども、その辺の

詳細の部分につきましてもわかる範囲で説明を求めたい。 

 以上２点、お願いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 ただいまの１点目の認可保育園運営費に係ります定期消防用設備等

の保守点検によりまして、３月に実施されました保守点検におきましてふぐあいが指摘さ

れました。その際こちらの施設の状況もありますけれども、中尾議員の言われるとおり、

常にこのふぐあいというのが生じるわけではございませんが、ふぐあいにより火災ではな

いのに鳴ったり、本当は火災なのに鳴らなかったりということが今後考えられるというよ

うなふぐあいと、全く壊れて故障ということではなかったのですけれども、そういったこ

とで早くこの機器の改修をしなければならないということでございます。ご指摘のとおり、

５月にも臨時会がございました。その際専決処分してでも早急に改修すべきというご意見

でございますので、私大変反省しております。５月にできなかったという理由といいます

のは、３月に保守点検を行いまして、その際指摘された事項について改修にどれぐらいの

費用がかかるのかだとか、そういったことで時間を要したということはありますけれども、

５月の臨時会に間に合わなかったのかと聞かれますと、専決処分できたのではないかと、

今私反省しております。こういった児童福祉施設にかかわります安全、安心を確保するた

めの機器の更新、改修につきましては今後速やかに迅速な形で進めさせていただきたいと

思いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 産業課長。 

〇亀山産業課長 ２点目の労働諸費の雇用促進事業補助金の関係についてですが、現段階

で私のほうで把握している分についてのみお答えさせていただきますが、業種的にいいま

すと非常に多岐にわたっております。いわゆる自動車整備工場であったり、運輸関係の会

社であったり、林業関係の会社であったり、また工事業、設備工事業、そしてサービス業、

また食品製造業、そして社会福祉法人というふうな形の中で多種多様な業種にわたってお

りまして、その中でパートから正社員にしたものかどうかという部分については現時点で

はまだ申請書を受け取っていないという状況の中で、これは聞き取りで人数把握しており

まして、現段階ではそこまでの調査は、申請書出していただいていない関係上その辺につ

いてはわかりかねますが、ただ平成23年の６月１日から採用した方から始まっていまして、

今年の４月に多くの方が採用されているという状況です。23年の12月に２人、そして23年

の11月に１人、23年の６月に１人、あと23年の11月にももう一人、そういうふうな形の中

でこれから１年経過するという中でそのように申請予定であるということの情報をいただ

いております。ここにつきましては、やはり定住していただくということの条件がござい

ます。住民票をこちらに移していただくということの中で、そういう中の状況もございま

すので、これが新規のすべてが雇用につながらなくても浦幌町に定住していただけると、
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そこで正社員として働くことによって安定して生活できるということの意味合いからいう

と、非常に貢献度が大きいものというふうに考えております。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 まず、認可保育園につきましては、今説明いただきましたとおりだと思いま

す、私も。ですから、この部分については、やはりみんなが常に危機意識をしっかりと持

った上で迅速な対応ということになろうと思います。これは、教育のほうも一緒だという

ふうに思いますので、こういうタイムラグの起きないように、ぜひしっかりとした対応を

今後も願いたいというふうに思いますので、この件については結構であります。 

 それで、労働のほうであります。かなりの多岐にわたっておるということでありますの

で、申請書がまだ来ていないところがあるということですから、この部分についてまだ今

現状ではすべてが把握されていないということですけれども、やはり私はこのことをしっ

かりと把握する必要があるというふうに思います。それで、やはり浦幌町は5,000人を切ら

ない町を目指しているわけですから、5,000人を切らない、人口減らさないためにはもう理

屈抜きに雇用なのです。産業があって雇用が生まれなければ、幾らどんないいこと言って

も、理屈抜きで飯食っていかなければならないですから、そのために雇用というものは本

当に大事だと思います。その雇用の部分についても、こういった補助の内容を見ますと、

先ほども林業とかいろんな部分の雇用があるというお話でしたけれども、どの地区に、ど

の業種に新規の雇用の種がまだあるのかと、芽があるのかと、やっぱりそういった余地の

あるところには行政としてしっかりとまた違う部分で手を差し伸べて、そこでまた雇用を

どんどんふやしていくと、その余地のないところに入れたって意味ないわけですから。将

来にはそういう雇用があって浦幌の人口の増という部分につながるようなところというも

のをしっかりと把握するためにも、私はこの辺の把握というものは絶対に必要だと。その

部分をしっかりと私たちにもお示しをいただいて、そういったことがまた来年度の予算に

ついてもこういうことなので、こういうところに重点的にまた施策を打ちますということ

で、私たちもそれに対する予算に賛成する一つの大きな材料になるというふうに私は思い

ますので、まだ今現状ではすべてが把握できないということですから、それは結構でござ

いますけれども、ぜひしっかりと調査をして把握をしていただいて、今後私たちにいつの

時点でかはしっかりとお示しをいただきたいと。それを踏まえて私たちも今後の事業のい

ろんな判断をする上での大きな材料にしたいというふうに思いますので、その辺の後半の

部分について最後にお聞きをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 私たちもそういう中では中尾議員がおっしゃることについては十分理解できますので、

私たちも通常の業務の中でこの補助事業がどのように活用され、そしてこの補助金がどの

ように会社にとって有効な手だてであったのかというふうなことについては検証していき
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たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 ２点ばかりお伺いいたます。 

 説明資料のページ数で申し上げますと、17ページの老人ホーム費のほうで利用者の増加

に伴いまして、またいろいろと違った意味で介護を伴うということですが、どのような形

の介護がふえていったのか。それと、現在老人ホームの待機者というのですか、そういっ

た人がどのぐらいいるのかお伺いしたいと思います。 

 それから、２点目、18ページの老人保健事業の中の検診の件ですが、23年度の実績、わ

かる範囲でよろしいのですが、お伺いしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 ただいまのご質問の内容でございますが、養護老人ホームの実際に

要介護認定されている方の状況ということでお話をさせていただきたいと思います。まず、

23年４月では入所者50人いらっしゃいますけれども、31人が認定されていましたが、この

うちサービス利用者につきましては31人中19人が利用していました。24年４月におきまし

ては、要介護認定者は31人から35人に４人増加しております。また、サービス利用者につ

きましては、19人から30人に11人増加しております。現在職員数の人員配置につきまして

は、国の基準を満たしておりますけれども、あくまでも最低基準でありまして、短期、長

期、臨時職員を採用しながら運営してまいっております。当初予算編成時から入所者の介

護状況が変わっていく中で、転倒などによる骨折や誤嚥等の事故を防止するための介護サ

ービスを円滑に提供できるように今回臨時的任用職員１名を採用するものでございます。 

 また、養護老人ホームの待機者でございますが、26人でございます。また、この待機者

につきましては、老人ホームあきができた場合につきましては入所申し込みのあった順番

にそれぞれ個別に面談、面接をさせていただきまして、ご本人、扶養義務者の皆さんに確

認をさせていただき、入所の手続等を進めてきているところでございます。 

 それから、老人保健事業の子宮頸がん、乳がん、大腸がん検診の受診率といいますか、

受診者の状況を聞かれたかと思いますけれども、大腸がん検診につきましては受診者422名

でございます。それから、乳がん検診につきましては受診者124名、子宮がん検診につきま

しては71名、それから肝炎ウイルス検査につきましては234名でございます。 

 以上で説明を終わります。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 老人ホームのほうなのですが、介護度が進んだ方が非常にふえてきていると

いうことです。今までも三十数名の方がいて、24年度からということは、今まで認定して

いなかったものが24年度の新規の年度によってふやしたのかなというふうに思ったのです

が、今までも介護員を臨時的に使っていたのではないかなと思いますが、これからもやは

り継続して、臨時ではなくてきちっとした資格を持った方を継続して使っていかなくては
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ならないのではないかなというふうに思って、手厚い介護をしていただきたいというふう

に思いまして、この質問をさせていただきました。また、町としての考え方として、臨時

ではなく正規の職員をふやしていくような方法を考えていけるかどうかということをもう

一度お伺いしておきます。 

 それと、検診の件ですが、パーセント的にどの程度あったのか、人数は報告していただ

いたのですが、全体の人数から、対象者というのでしょうか、この数字が多いのか少ない

のかわかりませんが、いろんな意味で予防医学上で検診事業というのが重要になってきて

います。これからも浦幌町として検診の事業を推進していくということなのでしょうけれ

ども、24年度は特別新しい方法の試みとして何か計画しているかどうかお伺いしておきま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 今後の老人ホームの運営ということで職員の勤務体制のこともござ

いますが、正職員、準職員、長期臨時、そして短期臨時職員ということで入所者50名の生

活、あるいは家事援助、それぞれ支援していくという体制で行っておりますけれども、現

状では正職員、準職員、すべて今の体制、老人ホームの運営をしていく中身で正職、準職

にして運営していくという中身ではかなり困難かなというところを私は感じております。

また、長期臨時、あるいは短期ということで臨時職員の雇用につきましては、基本的に介

護ヘルパー、あるいは介護福祉士ということで資格を持った方を採用させていただいてお

ります。その中で養護老人ホームの日常の生活援助、家事援助含めてそういった形で正職

員、準職員だけでは対応できないところを長期、あるいは短期の臨時職員に勤めていただ

いて、目の届かないところ、あるいは１対１で世話をしないとならないという場面、そう

いう場面ができたときにやはり長期臨時職員、短期臨時職員に勤務していただいているの

が入所者の安全、安心につながっていくのかなというふうに感じております。 

 また、老人保健事業の関係ですけれども、受診率ということでございます。大腸がん検

診につきましては、対象者につきましては1,441名でございます。大腸がん検診につきまし

ては29.3％になります。それから、子宮がん検診につきましては、対象者が118名で、受診

数が71名ですので、60％になります。乳がん検診につきましては、180名で、68.9％。今の

子宮がん、乳がん検診につきましては、昨年も実施しております子宮がん、乳がん検診の

クーポン券を助成事業ということで行っておりますけれども、その対象として実施して検

診を受けていただいた方の人数、対象者でございます。また、肝炎検査につきましては、

対象者は1,441人ということで、受診数が234名でございますので、16.2％になります。今

後ともこの受診率を高めるようにいろんな場面で普及啓発、受診に対しての啓発活動も強

化しまして、保健師からの直接のお電話、あるいは訪問という形でいろんな場面で今後と

も受診勧奨をしていきたいと思っておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 
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 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 現在ホームに入居されている方で生活保護を受けている方がいるかいない

か、ちょっと確認をしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

〇横田保健福祉課長 入所時に生活保護を受けていて、現実的には収入が全くない方は生

活保護適用というふうになりますけれども、年金等の収入があって生活費が足りないとい

った場合生活保護ということだったと思いますけれども、養護老人ホームに入ることによ

って自分の収入を得ている年金の中で費用徴収という形が発生する方もいらっしゃいま

す。ただ、現時点生活保護が何人いるのかというのは、資料手持ちにありませんので、生

活保護受給者が何人いるのかというのはちょっと今お答えできない状況でございます。申

しわけございません。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 以前に調査したときは、たしか２名ぐらいだと思うのです。それで、現在国、

道のほうもいろいろ生活保護の受給者のことで問題になっています。一般質問か何かで私

このことも聞いておきたいと思っていますので、そのときにまたお答えをお願いいたしま

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 質疑がないようなので、次に25ページ、11款災害復旧費、３項その他公共施

設等災害復旧費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 17ページを再度ごらんおきをお願いします。６款農林水産業費、１項農

業費、１目農業委員会費238万7,000円を追加し、3,577万円、２節給料104万3,000円、３節

職員手当等80万8,000円、４節共済費53万6,000円は、いずれも追加の内容でございます。 

 ２目農業総務費517万5,000円を追加し、4,437万2,000円、２節給料232万5,000円、３節

職員手当等163万6,000円、４節共済費121万4,000円は、いずれも追加の内容でございます。 

 次の18ページをごらんおき願います。３目農業振興費600万円を追加し、4,083万9,000円、

19節負担金、補助及び交付金600万円の追加は、青年就農給付金事業補助金で、説明資料19ペ

ージに記載のとおり、青年就農者に対する給付金事業補助金の内容でございます。 

 ６目土地改良費332万5,000円を追加し、8,089万9,000円、11節需用費39万7,000円は、消

耗品13万4,000円、修繕料26万3,000円は説明資料21ページに記載のとおり浦幌太排水機場

のポンプ原動機修繕に係るものでございます。19節負担金、補助及び交付金292万8,000円

の追加は、北海道土地改良団体連合会負担金25万2,000円の追加、農地・水保全管理支払い

事業負担金267万6,000円の追加は相川、富園両地区に対する事業負担金で、説明資料20ペ

ージに記載のとおりでございます。 
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 ９目地籍調査費34万6,000円を追加し、4,810万4,000円、２節給料17万2,000円、３節職

員手当等10万4,000円、４節共済費７万円は、それぞれ追加の内容でございます。 

 10目団体営土地改良事業、新たに目を設けるものでございまして、1,000円の追加でござ

います。12節役務費1,000円の追加は、手数料で、説明資料21ページに記載のとおりでござ

います。 

 ２項林業費、１目林業総務費8,000円を減額し、1,362万9,000円、４節共済費8,000円の

更正減でございます。 

 ４目うらほろ森林公園管理運営費2,300万円を追加し、3,628万6,000円、15節工事請負費

2,300万円の追加は、工事請負費で説明資料21、22ページに記載のとおり森林公園モニュメ

ント改修1,300万円、オートキャンプ場電源設備1,000万円の内容でございます。 

 ３項水産業費、１目水産業総務費１万7,000円を減額し、844万7,000円、４節共済費は１

万7,000円の更正減でございます。 

 ２目水産業振興費767万円を追加し、1,712万4,000円、19節負担金、補助及び交付金767万

円は、サケ選別施設整備事業補助金で、説明資料22ページに記載のとおり、ステンレス製

屋根つきサケ選別施設設備に対する事業主体、大津漁業協同組合の補助金交付の内容であ

ります。 

 ７款１項商工費、１目商工振興費458万円を追加し、１億981万6,000円、２節給料177万

3,000円、３節職員手当等92万9,000円、４節共済費87万8,000円は、いずれも追加の内容で

あります。19節負担金、補助及び交付金100万円の追加は、太陽光発電システム設置補助金

で、説明資料23ページのとおりでございます。 

 ２目観光費285万円を追加し、2,535万2,000円、11節需用費30万円の追加は、修繕料でご

ざいまして、産業交流施設内レストランの自動扉修繕の内容で、説明資料23、24ページの

とおりでございます。18節備品購入費255万円の追加は、説明資料23ページに記載のとおり、

催事用テントの購入費の内容であります。 

 次の20ページをお開き願います。３目工業対策費12万6,000円を追加し、129万6,000円、

11節需用費12万6,000円の追加は、修繕料で、企業誘致等により貸し付けしている住宅にお

ける道路補修の内容で、説明資料24ページのとおりでございます。 

 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費116万2,000円を減額し、2,244万8,000円、

２節給料15万2,000円、３節職員手当等55万4,000円、４節共済費45万6,000円は、いずれも

更正減でございます。 

 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費945万2,000円を追加し、8,379万4,000円、２節給

料440万7,000円、３節職員手当等274万6,000円、４節共済費229万9,000円は、いずれも追

加の内容であります。 

 ３目道路建設補助事業費62万8,000円を減額し、２億4,890万円、２節給料は62万8,000円

の更正減でございます。 

 ４項都市計画費、２目公共下水道費240万6,000円を減額し、２億2,865万4,000円、28節
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繰出金240万6,000円の更正減は、公共下水道特別会計繰出金の更正減でございます。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費577万7,000円を減額し、5,269万7,000円、２節給料259万

7,000円、３節職員手当等171万6,000円、４節共済費146万4,000円は、いずれも更正減でご

ざいます。 

 10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費506万9,000円を減額し、5,787万円、２節給

料135万円の更正減、22ページに移りまして、３節職員手当等163万9,000円、４節共済費

208万円は、いずれも更正減でございます。 

 ２項小学校費、１目学校管理費８万円を追加し、7,595万4,000円、４節共済費１万3,000円

の更正減、７節賃金９万3,000円は、臨時学校職員における賃金で、説明資料24ページのと

おりでございます。 

 ３項中学校費、４目スクールバス管理費23万3,000円を減額し、6,421万1,000円、３節職

員手当等17万3,000円、４節共済費６万円は、いずれも更正減でございます。 

 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費319万1,000円を減額し、6,979万円、２節給料106万

6,000円、３節職員手当等134万3,000円、４節共済費78万2,000円は、いずれも更正減でご

ざいます。 

 ５項社会教育費、１目社会教育総務費392万5,000円を減額し、3,285万4,000円、２節給

料199万2,000円、３節職員手当等88万3,000円、４節共済費105万円は、いずれも更正減で

ございます。 

 ７目図書館管理費80万2,000円を追加し、3,938万9,000円、２節給料３万6,000円の追加、

３節職員手当等46万6,000円、４節共済費１万1,000円は、それぞれ更正減でございます。

24ページをおめくり願います。７節賃金16万2,000円の追加は、図書館臨時司書に係る賃金

で、説明資料24ページのとおりでございます。13節委託料８万1,000円は、書誌データ作成

業務委託料で、説明資料25ページに記載のとおり、指定寄附を受けての図書整備に係る内

容でございます。18節備品購入費100万円、図書購入費の100万円につきましては同様に指

定寄附に係るものでございます。 

 ６項保健体育費、１目社会体育総務費7,000円を減額し、677万9,000円、４節共済費

7,000円の更正減。 

 ２目社会体育施設費453万5,000円を追加し、7,895万5,000円、11節需用費1,078万9,000円

の追加は、燃料費において1,038万9,000円、説明資料25ページに記載のとおり、総合スポ

ーツセンター及び周辺施設の指定管理に係る業務変更のものでございます。また、修繕料

におきまして40万円の追加につきましても、説明資料25ページに記載のとおり、総合スポ

ーツセンターの電波障害防除設備に係る内容でございます。13節委託料625万4,000円の更

正減は、指定管理委託料の更正減で、説明資料25ページに記載のとおり、管理業務の変更

によるものでございます。 

 ３目給食センター管理費12万6,000円を減額し、9,117万7,000円、２節給料６万4,000円、

４節共済費６万2,000円は、いずれも更正減でございます。 
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 11款災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧費、２項農林水産施設災害復旧費、３項そ

の他公共施設等災害復旧費におきましては、５月３日から５日にかけての低気圧による大

雨により被災した施設災害復旧費に係る費用で、説明資料25ページから37ページまでの記

載内容となっております。 

 それでは、説明させていただきます。11款災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧費、

１目公共土木施設災害応急費2,400万円を追加し、2,421万5,000円、14節使用料及び賃借料

1,400万円、機械借り上げ料でございます。15節工事請負費1,000万円の追加、それぞれ14節

15節につきましては説明資料25ページ、26ページ、そして施工箇所につきましては28、29ペ

ージ、また位置図につきましては30ページから33ページに図示のとおりで、道路11路線18カ

所、河川８河川15カ所の整備内容でございます。 

 ２項農林水産施設災害復旧費、１目農業施設災害応急費560万円を追加し、584万5,000円、

14節使用料及び賃借料560万円、機械借り上げ料の内容であります。 

 ３目林業施設災害応急費は、新たに目を設けるもので、100万円を追加し、15節工事請負

費の中での100万円の追加でございまして、両目とも説明資料26ページ、そして施工箇所に

つきましては34ページ、位置図につきましては35から37ページに図示をしてございます。

農道１路線１カ所、水路15路線15カ所の整備内容でございます。 

 ３項その他公共施設等災害復旧費、１目その他公共施設等災害応急費、新たに目を設け

るものでございまして、150万円の追加でございます。15節工事請負費150万円の追加につ

きましては、説明資料26ページに記載のとおり、留真温泉敷地内におけるのり面修復の内

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 審議中でございますが、お諮りをいたします。 

 ここで暫時休憩いた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 ０時０１分  休憩 

午後 ０時５８分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 説明が終わりましたので、質疑を許したいと思います。質疑はありませんか。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 25ページでお願いします。災害復旧費ということで３点、４点伺いたいと思

っています。 
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 まず、１点目は、５月の３日から５日にかけての大雨被害、連休中にもかかわらず町の

職員の皆さん、それから各契約といいますか、協力を要請している業者の皆さんも、社員

も招集しまして、非常に一生懸命対応していただいたと思っています。そういう中で非常

にこれは問題かなと思う点が何点かありましたので、質疑をさせていただきますが、まず

養老の排水機場、既に理事者の皆さんご承知だと思いますが、雨の降った、問題だと思っ

た４日の２時ですか、私24時間で６回ほど帯富から下を含めて、全域ではありませんが、

６回ほど夜中も含めて回らせていただきました。まだこの養老排水機場、排水するレベル

になっていなかったのですが、２時の時点でまだ30センチ余裕あるということだったので

すが、たまたま対応する人たちが集まって１基エンジンがかからないということがわかっ

たということであります。偶然なのかと思ったら、点検してあって動かないのがわかって

いて修理ができていないと、こういうことです。毎秒10トンの排水機が１基動かないので

す。50時間しか動いていない排水機のエンジンがなぜ動かないか、修理がなぜできていな

いか、どういう対応があったのか、これは農業関連施設でありますから産業課でしょうか、

よろしくお願いしたいと思います。 

 もう一点は、朝日の排水機場です。これもそのときわからなかったのですが、その後６

時ごろからしか稼働しなかった。発電機２基常設しています。２基ともバッテリー不足で

エンジンかからない状況にあったと。大問題です。これは、夕方６時ごろ動き出しました。

６時ちょっと過ぎに点検しましたら、４基排水していましたが、それまでよそから発電機

持ってきて充電しながら、次から次充電しながら辛うじてかけたという状況のようです。

この点についても、これは施設課でしょうか、河川含めた業者委託ですから、どういう対

応があったのか、その後どんな対応されたのか、２点目です。 

 それから、朝日の国営農地防災事業で、朝日太ですから、一番下の排水にかかわるかま

をつくっていただきました。せっかく４基排水できるような施設つくってもらったのです

が、そのかまのところに大雨でおりていけない、堤防からおりていけない状況になったの

です、車が。要するに地域の農家の人たちの重機を借りたりして、ようやく排水ポンプを

つって排水するような対応をしている。これは、国営事業が終了したのですけれども、去

年の秋というか、冬に向かってやりました。全然歩ける状況にありません。切り込み砂利

入れてぐさぐさで、水のぶよぶよ含んだ中でどうでしょうねといったらもう動かれない。

トラクターも地域の人が対応してくれましたけれども、近くまで寄れなくてあきらめたと。

反対側から走ってもらって、私ずっと状況を把握していましたけれども、そういう状況に

ある、全然危機対応のできる状況でなかったということです。あれもこれも含めて。そう

いう中で、私さっき申し上げましたように、ほとんど４時間置きに回りましたけれども、

12時間ぐらい朝日地区の旧浦幌川の水位下がっていないです。非常に危機的状態です。平

成15年の８月の10日、旧浦幌川オーバーフローして土のう積みしましたけれども、ほとん

どその状態に近いのです。地域の人は、いつオーバーフローして流れてくるのだろうと、

農家から借りた重機を引き揚げなかったら危ないのでないかと地域の人は心配していたの
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です。そういう時間が12時間ぐらい続いています。なぜかといったら、毎秒10トンの排水

機が動いていないからです。本当によろしくない状況です。この辺のこと、国営事業のか

まにおりていくところの対応も、国営事業終わりましたけれども、開発とどんな対応をし

ているのか、その辺も含めて、まずこの３点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。 

〇亀山産業課長 まず、１点目の養老の排水機場と言いましたけれども、浦幌太排水機場

のことだと思いますが、こちらの関係でポンプが動かなかったということの対応について

でございますが、これにつきましてはポンプ内の吐水弁、排水量を調整する弁にごみが挟

まりまして、それで自動といいますか、通常の運転ではできなかったと、それで動かなか

ったということが原因でございます。自動で開閉できないで運転停止に至ったということ

の内容でございます。その後帯広から業者を呼んで、手動でハンドル操作をすることによ

って問題は解消されて運転が可能となったものでございます。運転始動が13時32分、そし

て最終的に異常が解消されてポンプが正常に運転されたのが16時22分ということで、この

間約３時間作業ができなかったと、排水ができなかったというふうな状況です。このこと

については今後も、このようなこともこれからも起こり得るという状況であるということ

がわかりましたので、操作をお願いする方に今後とも記録をした中でそういうときの段取

りについてもお知らせしながら今後については対応していきたいというふうに考えており

ます。 

 それと、３点目の昨年緊急的に開発にお願いしてかま場をつくっていただいたというと

ころの関係でございますが、いわゆる地面がもちろん大雨によってもぬかるんでいました

し、落ちついていないというふうな状況の中で作業する機械がおりれなかったということ

についてですが、これについてはどのような対応をしたかというお尋ねでございますけれ

ども、現時点ではまだ対応していないという部分ありますので、今後開発の農業事務所の

ほうとも早急に打ち合わせを行いながら、事業完了というふうな形もございますので、こ

の辺について移管を町が受けているというふうな中であれば、町としても対応していかな

ければならない部分になるのかなというふうに考えていますし、その辺の関係について農

業事務所のほうとも早急に打ち合わせを行ってまいりたいというふうに考えております。 

〇田村議長 施設課長。 

〇新川施設課長 ２点目、朝日ですよね。そっちのほうで管理しているのは、朝日の７基、

十勝太１基ということなのですが、朝日については当初ちょっとおくれたかもしれないで

すけれども、動いているというふうに思ってはおります。施設のほうの点検なのですけれ

ども、月に１回運転確認ということで４月から11月の間実施してございます。施設のほう

の修理というか、管理のほうは管理者は帯広開発建設部なのですが、町のほうでそれを委

託を受けて作動をしているということでございますので、バッテリーの比重が多少悪いと

いうか、弱っていたという状況は点検時聞いてございました。町のほうでは、開発のほう
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にバッテリーが弱いということでその修理を、改修をお願いするということでしてはござ

いましたが、対応が開発のほうでおくれていたということでございまして、現在は発電機

の交換がもう少し時間がかかるということで現地にケーブルとか非常時のバッテリーです

か、というのを備えつけた状態でございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 先ほど私が質問しまして、ポンプの状況はそういうことだということで、点

検はしていながら動かないということはしていなかったと同じことです。ですから、災害

なのですから、例えば養老太の排水機場もそうですが、朝日もバッテリーが弱っていると

いうことわかっていながら何ですぐ対応できていないのか、予報ではあした降るとは言っ

ていませんけれども、いつそういう状況になるかわからないですから、できるだけ早く対

応してもらわなければならないし、先ほど説明のあった事業でやっていただいたかまのと

ころへおりていくところの問題も、やろうと思えばあのときも鉄板30枚ほど持ってきて敷

いてもらうとか、あるいは開発と協議するのなら、即舗装にしてもらうとか、使えない施

設があるというのはしようがないです、緊急時に。そういう対応をなぜ早くしていないの

かなと非常に疑問です。今回オーバーフローしなかったら、地域の人もやれやれというこ

となのですが、事後対応より事前にできることやっていただいたほうが被害も少ないと私

は思っています。特に旧浦幌川、統太から共栄、生剛、朝日含めてですけれども、この水

位が下がらないと樋門があけれないのです。樋門あけれないということは、内水たまった

ままです。その状況を解消していただくためには、やっぱりできるだけ早くある施設をフ

ルに稼働してもらって状況改善してもらう、そのことが原則ですから、そしてこういうこ

とのないようにもう少し、点検はしたけれども、何も手だてしていなかったというような

ことでは困るということで、しっかりとその辺は対応していただきたい。 

 また、これに関連してですが、各所で上浦幌も含めてですけれども、いろんな災害復旧

で今回予算出ました。しかし、このほかにも、これは被害に対する原状回復ですから、こ

ういう状況になった原因をきちっとつぶさに調べて次年度の当初予算にでものせて、この

部分はこういう状況になったらこういう被害あるのだから改善していくよという努力をし

ていただきたいと思うのです。既にもう把握されていると思います。取りつけ管が小さい

から水がオーバーフローするとか、引きが悪いとか、排水路狭いから何とかということは

状況を見ていただいていればわかっていると思うのです。そういうことをやっぱり順次計

画的に当初予算にのせて改善していってもらいたい。災害復旧費だけでなくて、事前にや

っていただくという姿勢がちょっと足りないのではないかなと私は思っています。この３

点については、今のことについて改めてお聞きしたい。 

 それから、もう一点、災害に関係してですが、実は私きのうおとついと釧路の教育大学

の宿泊体験を受け入れしました。岩手の子がいたのです。岩手宮古市の子どもが１人いま

して、教育大学来ていて、いろんな学校調査に回っている、そういう中で北海道の学校に

避難マニュアルというのが全然学校の中に見えないのだと言うのです。自分たち地元宮古
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周辺では、学校に必ず子どもたちもわかるような大きな避難マニュアルというものが表示

してある、北海道は危機感ないのだろうかと。たまたまきのうです。きのうお昼休みにそ

んな話を子どもたちとしました。非常になるほどなということで、浦幌、特に地震対応も

そうですが、厚内なんかは特に津波対応があります。その辺の対応、学校対応、教育委員

会としてどんな対応を指示しているのか、これについてもお聞きしたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 機械の定期点検、点検報告をそれぞれ受けている状況ですが、そういう

中でそれぞれ原因究明、そしてまた修繕等の対応については何分緊急時、いつ起きるかわ

からないという、そういう災害の中で対応を考えていきたいというふうに考えております。 

 また、来年度当初予算に向けて今回の原因究明と、それに係る対応というふうなお話で

ございますが、路線数も多いということの中ではやはりすべての、その被害箇所だけでな

くて全般的に見直しを行わなければならないような場所も出てくるかなというふうに思い

ますので、その点については今回災害応急というふうな中でさせていただきますが、今後

については年次計画なり、そういう危険度の高いところから優先的に計画していかなけれ

ばならないというふうに考えております。 

〇田村議長 施設課長。 

〇新川施設課長 救急排水施設に関しても定期点検を行っておりますが、そういう異常な

箇所が見つかって初動対応がちょっとおくれたということがございましたので、今後はそ

のようなことのないように再三にわたって開発等に要請をするとともに、あと町のほうで

対応することはしていかなければならないかなと思っております。申しわけございません

でした。 

 それと、当初予算についての計画的な措置ということなのですが、これにつきましては

ポンプの機械だけではなくて、恐らくいろんな例えば樋門とか樋管関係も出てくると思い

ます。これにつきましても、随時管理人が委託しながら点検等を行っておりますが、また

これから雨の時期が近づきますので、随時早急にまた支障のあるようなところについては

対応していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 教育次長。 

〇山本教育次長 杉江議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、避難マニュアルの関係だったのですけれども、教育大の生徒からはそういったも

のがないというお話だったのですけれども、基本的には災害の関係とか、それから不審者

の侵入とか、すべて含めて児童生徒の安全対策ということでそれぞれの学校の中では学校

経営の中でそういったものを定めております。それに従いまして学期ごとの避難訓練とか、

それから教材を使った学習というのも行っております。先ほど申し上げました厚内小学校

につきましても、特に海岸を控えているということで、昨年の３月11日の東日本大震災の

後は特にやはり危機感を持って、実際の厚内小学校の今建っている場所自体が津波が来る
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という想定される地域なものですから、裏山に避難したほうがいいのか、それともお墓の

ほうに避難したほうがいいのかということも含めながら、町の防災担当課と情報交換しな

がら、最終的にはお墓のほうに避難するということの場所も決定しまして、その中で実際

に子どもたちが走ってみてどのぐらいかかるということの避難訓練等もここ２回ほど行っ

ております。そういった中で、それぞれの学校において年度ごとにはそういったのを確認

し合いながら取り組んでいるというのが現在の浦幌町の現状でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 災害復旧に関してですけれども、朝日地区で先ほど申し上げました農家の重

機も緊急的に出動したりもしているのですが、その辺について今回この復旧費対応で何が

しかの費用弁償みたいなもの見ているのかどうか、それを細かなことですが、ちょっと確

認をしておきたいと思います。 

 それから、学校の避難マニュアルについてですが、釧路教育大の生徒言われるのは学校

内に子どもたちも普通の人も来てわかるような表示というものがきちっとしてあると言う

のです。その方は東北でしたから、私たちの地域ではそうですよと、そういうものが見当

たらないということを言っているので、私もそのことをお聞きしたかったのですが、改め

てそれについて確認をさせていただきたいと思います。 

 ２点です。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 災害応急費の中で農家の方の機械器具を利用した分の費用について賄う

ような予算になっているのかというふうな形でございますが、そのような形にはなっては

ございません。 

〇田村議長 教育次長。 

〇山本教育次長 大変申しわけありませんでした。それぞれの学校ごとの表示ということ

になりますと、現時点では確認等できておりませんけれども、基本的には杉江議員がおっ

しゃるように児童生徒のみならず、教諭、それから地域の方々も訪れる中でどういった体

制になっているかというのが一目瞭然にわかるような形が望ましいと考えておりますの

で、その点につきましては各学校にも確認しながら、またそういった表示ができるような

形を今後検討してまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 申しわけありません。４回目です。個人の機械の出動に対して現状で対応で

きていないということですが、それでいいのでしょうか。私は、バックホーとトラクター

と２台動かして利用しているというものを見ていますが、その辺の対応、課長判断なので

しょうか、最後は町長判断になると思いますが、そういう対応についてきちっとやっぱり
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実費弁償含めて対応していくべきだと私は思うのですが、いかがでしょう。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 個人の費用弁償についてどうだというお話をされました。私もこの分につい

てはちょっとどういう事情になっているかわかりませんので、当然農家の機械を借り上げ

たということではないと思いますけれども、出動していただいたという状況については把

握をしながら農家の方と相談をさせていただきたいと思います。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 では、私２点ほど確認させていただきたいと思うのですけれども、それぞれ

指定管理にかかわる問題でございまして、ページ数でいきますと、まず19ページですか、

1,000万をかけてうらほろ森林公園の中でオートキャンプ場に電源を配置してオートキャ

ンプの利便性を図るということで提案されておりますけれども、これに伴ってこの電源を

利用者のサービスという文言はどういう意味なのかなと、使用料その他についての考え方

はどのようになっているのかなというのがまず１点お伺いしたいと。 

 もう一点は、24ページになりますか、指定管理、社会体育施設費の中で需用費が燃料代

1,000万、当然前回の議会でもこの点については指定管理の負担から外すといいながら、こ

こで1,000万の補正を組んで指定管理の625万を燃料代とするのだと思うのですけれども、

400万、前回の報告だとこんなに差が燃料費としてあったのかなという気がするのですけれ

ども、この400万円の差についての詳しい内容についてのご説明、この２点お伺いしたいと

思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 まず、１点目の森林公園のオートキャンプ場電源設備改修工事の関係で

ございますが、森林公園のオートキャンプ場については年間、平成23年度であれば日帰り

が３件、宿泊が277件の利用があったと、利用件数でトータル280件で、利用料金は41万

1,900円というふうな状況でございます。そういう中で今年度、10月いっぱいのいわゆるシ

ーズンの終了後に電源設備の設置する工事を行います。そして、その後実質的には来年度

からの利用というふうな形になろうかと思います。それで、指定管理者の方ともお話しさ

れて、お互いに了解事項というふうな形の中では、やはり指定管理料の中でその辺の変動

はできないだろうということで、今後の予定としては来年の第１回定例会もしくは今年の

第４回定例会において利用料金についての条例改正を行いたいというふうに考えておりま

す。そういう中で利用料金はアップさせます。当然新年度から適用というふうな形の中で

考えております。そういう中で電気料金当然その分使えばふえるというふうなことの中で

は、平成25年度については利用料金のアップの中で１年間様子見ましょうと。そのアップ

したことによって賄えるものなのか賄えないものなのかというところもありまして、必ず

アップ分で賄えるという状況も、今まだやっていないので、とりあえずどの程度の利用が

あるのかということもまた想像はつかないのですが、電気料金にはね返る分がですね、そ
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ういう中で平成25年度についてはそのままというふうな形で利用料金をアップさせていき

たいというふうに考えています。それで、平成25年度末をもってこの指定管理の期間終わ

ります。それで、平成26年度からは新しい指定期間に入りますから、その中では平成25年

度の電気料金の推移を見ながら、それは指定管理料の算定の中で反映させていかなければ

ならないかなというふうには考えております。１年間、最後の１年というふうな中で急に

その分を見越して指定管理料を上げるというふうなことにもちょっとなりにくいのかなと

いうふうに、両者の中ではそういう統一見解でおります。 

 以上です。 

〇田村議長 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまの総合スポーツセンターの燃料代につきまして説明させていた

だきます。 

 さきの３月の第１回定例会のときにＡ重油の単価アップの分、それから夜間の温水ボイ

ラーを24時間たかなければならないということで、量的なアップにつきまして平成23年度

の予算につきましては補正提案させていただいております。あわせまして、新年度予算の

説明の中で24年度からは指定管理料から燃料代を除いて町から直接お支払いさせていただ

くということの今回は提案でございます。基本的に今回の燃料代につきましては、10月か

ら４月までの冬期間は24時間暖房をたくことが暖房機にとってダメージも与えなくていい

だろうということの判断に立ちまして、24時間たくということで基本的には量的には９万

7,000リッターということで試算しております。また、９万7,000リッターの５月の補正時

の単価が102円ということになっておりますので、これを掛け合わせますと1,038万9,000円

という試算になっております。また、減額の部分なのですけれども、減額の部分につきま

してはもともと指定管理料の中で見ているリッター数が７万6,000リッターということに

なっています。また、単価につきましてもその当時73円ということで、量的には２万1,000リ

ッターふえる計算と、それと単価的にも31円上がっているということで、今の減額します

625万4,000円につきましては７万6,000リッターの単価73円、あわせましてこれに係る一般

管理費、それから消費税等を足しまして合計で625万4,000円の減額ということの中身でご

ざいます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 ありがとうございます。 

 それで、うらほろ森林公園のほうですけれども、今課長の説明で来年度からは様子を見

ましょうということで、それに伴って利用料の全面的なアップを見ながらという、だけれ

どもこれはあくまでもオートキャンプ、電源を必要とする対象者にかかわる設備だと思う

のですけれども、それをもとにして全部を上げて、その中でトータルでどうなるかという

部分もちょっといかがなものかという気がするのですけれども、あくまでも今１泊1,500円

ですか、日帰り800円、この辺の見直しで十分済むのかなと。全般を上げてしまって、今度
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は利用者の全体的な数字がどう変わっていくか、またちょっと心配な面があるのですけれ

ども、個別に分けて手数料の変更その他というのは考えられないのかなというふうに私は

思うのですけれども、そこでどの程度上げてどのぐらいの見込みでということまだ試算で

きていないというけれども、ちょっとどうも考え方が違うのかなと思うのですけれども、

その辺考え方もう一回お伺いしたいと思います。 

 それとまた、今言ったように、燃料についてはよく前回の定例会でも言いましたし、燃

料も高値安定ではないけれども、ずっと高値でいっていますので、これはどうなるか、本

当に大変なことでございますけれども、こういう問題はほかの指定管理、いろいろたくさ

んありますけれども、他の指定管理のほうから直接費、直接にかかわるこのような問題に

ついてはアピールは今までなかったのかどうか、その辺も再度確認したいと思いますけれ

ども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 まず、森林公園の部分でございますが、これにつきましてはオートキャ

ンプ場の部分に係る利用料金についてのみ平成25年度から上げると、値上げをしたいとい

うふうな考え方です。それで、それというのは、やはりそれだけ利便性が向上するわけで

すから、もちろん電気代として徴収するというふうなことは考えておりませんので、そう

いう中で１つのサイトの例えば1,500円のものが１泊2,000円にするとかというふうな中で

考えていかなければならないかなというふうなことで、まだこれ条例改正の提案もしてい

ない中ではっきり言うのはどうかなと思いますが、一応の試算として考えた場合には日帰

りで200円アップ、そして宿泊で500円アップ、そういう中で平成23年の実績をもとに計算

すれば約14万円ぐらいの金額になるのかなと、そういう中でオートキャンプ場で使った電

気料金そのものが吸収できるのではないかというふうな考え方でおりました。これは、指

定管理者ともそういう数字を示した上でお話をしております。 

 それと、管内、本町を除くキャンプ場の13カ所中６カ所についてはこのように電源設備

を持っております。そういう中でやはりサービス向上が集客増につながるものだというふ

うに考えておりますし、その辺ではほかのいわゆる一般のフリーサイトや何かのほうに影

響を与えないというふうな形の中でのほうがいいのかなというふうにこちらのほうとして

は考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 ２点目の指定管理にかかわりますご質問に対して説明させて

いただきます。 

 ３月の定例会においてもいろいろご質問があった中で、町のほうの考え方をそれぞれの

指定管理者のほうには説明させていただいた中で、その３月のときの段階においてはスポ

ーツセンターのみがそういう形でということで了解をいただいています。その後において
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新年度以降も当然単価等の関係でそういうものがあれば、協議はしましょうということで

お話はなってございますが、現時点ではスポーツセンターのみということでご理解願いた

いと思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 それでは、まず１点目でございます。19ページの水産振興の部分であります。

このことにつきましてですが、今回は総事業費3,255万円のうち、あと道、組合の自己資金、

あと町の負担ということで折半というような詳細がありますけれども、この部分について

の町の負担とか、組合の自己負担とかとありますけれども、この辺の詳細、どういう根拠

でもってこういうような形になっておるのかというような部分。また、大津漁業協同組合

さんの経営が厳しいので、今回こうすると言っていますけれども、この厳しい、厳しくな

いということの判断基準、何をもって厳しい、何をもって厳しくない、ただ２年不漁が続

いたから厳しいのか、経営的に内容的に内部留保等も含めてどういう経営状況になってい

るのかというような決算書もきちっと見た上でこれだけの補助をする必要があるという判

断をされているのかどうなのか。自己資金に比べると町の負担、ということは折半ですけ

れども、余りにも大きいというふうな、私自身はそういう判断いたしますけれども、その

辺のどういった判断のもとにこういうような分担割合になってこの金額が出ているのかと

いうような説明をまず１点求めたいと思います。 

 それと、もう一点、先ほども質問をいたしましたけれども、認可保育園のこの部分の質

問いたしましたけれども、今回いろんな部分があるのですが、災害関係の予算だとか、こ

ういった部分についての、これだって結局連休中の災害の中から私は急いでやらなければ

ならない部分と今回の６月に持ち越していい部分というのがあるのではないかと思うので

す。この辺の判断というのでしょうか、例えば側溝が埋まってしまったとかなんとかとい

うものはやらなければならないではないですか、水が流れてくるのであれば。この部分を

やる。やらなければならない部分と持ち越しする部分。ほかの町村の新聞報道等見ますと、

臨時会を持って対応している町村もあるように見えます。うちの町は、この６月定例会ま

で持ち越していますから、やはりこの辺の専決なのか、臨時会で対応するのか、６月の定

例会までもつのかという、この辺の判断というものが私どうもいま一つ理解のできない部

分もありますし、また観光費の中のレストランの自動ドアについても、商売やっていて自

動ドアがあかなかったらやっぱり問題あるのではないですか。そしたら、こういうような

直接商売に影響する部分というのは、やはり30万円すぐ対応してあげるべきではないかと

私は思うのです。ですから、その辺のすぐやる部分と、この辺の判断基準も私ちょっとわ

からないのです。ですから、その辺の部分の対応の部分につきまして、ぜひどういう判断

でもってなっているのかという部分を含めて、今の２点の説明を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 まず、サケの選別施設整備事業の町の負担、そして組合の負担について
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の考え方についてですが、総事業費は3,255万円で、ここで説明資料に道補助金1,550万円

とございますが、これはまだ決定したわけではなくて、一応組合としては申請はしており

ます。ただ、それの決定はまだいただいておりませんので、これはこのように書いてあり

ますけれども、実際は組合の自己資金になるかもしれません、この部分については、もし

来なければ、決定されなければ。そういう中身もありまして、そういう中で残りの４分の

１、両町で４分の１ずつを負担した形で、４分の１以内ということでございますが、本町

も豊頃町も23.五、六％ですか、その程度の割合というふうな、端数整理の関係でそういう

ふうになったわけですが、そのような考え方を持ちまして、あくまでも町としては両町と

も４分の１ずつというふうな形で考えて出した数字でございます。それで、最終的に今年

度から今年の漁期から使いたいというふうな考え方が組合のほうではあります。それは、

やはり道漁連のほうの指導等もありまして、中国へ輸出したものがいずれヨーロッパへ行

くというふうな形の中でやはりきちっとした清浄化といいますか、きれいなところでの水

揚げ、そして選別作業というふうな形の中でやっていかなければならないというふうなこ

との中でどうしても今年度からやりたいということでございます。そういう中でこれは輸

出にもかかわる喫緊の課題であろうというふうなことの中から、やはり町としてもできる

だけの支援をしていきたいということの内容で４分の１という考え方を持っております。 

 また、大津漁組の経営状況が厳しいということの内容についてですが、平成23年度の決

算の総会がこの19日にございます。ですから、平成22年度までの決算としては出ています

が、平成23年度にやはりアキサケが総水揚げの相当量を占めている、水揚げ量でいえばサ

ケは約65％ぐらいを占めるわけです。そういう中で不漁であると、２年続けて不漁である

という中では非常に組合の経営的なものが厳しいであろうというふうなことで、そういう

ふうな判断をしております。これについては、19日でないと23年度の決算は出ませんが、

そういう中では本町としては豊頃町ともどももう２年続けてこれだけの不漁が続くという

中では、大部分をサケ漁に頼っている大津漁組としては経営的に非常に厳しくなるものが

あるという中で、両町で４分の１ずつという負担をしていくというふうな形になったもの

でございます。 

 それと、自動ドアのお話もありましたが、12月に定期点検したときは何でもなかったの

ですが、３月の定例会後ですか、外側の自動ドアが動かなくなったというふうな状況があ

りました。それで、２枚あそこ続けてありますので、内側のほうのモーターを外側へ持っ

てきて、内側はあけっ放し、そして外側だけ開閉できるようにして、そしてレストラン施

設のほうの自動ドアは大丈夫ですので、そういうところでは２枚目の自動ドアがあけっ放

しの状態というふうな中で緊急的には対応しておりました。ただ、３月、４月という状況

の中では、２枚あるものが１枚しかないということは確かに館内は寒かったかなというふ

うには思いますが、ただその辺の状況的に考えて今回の補正で対応するというふうなこと

を考えたわけでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 総務課長。 
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〇鈴木総務課長 ただいまのご質問の２点目の関係で私のほうから説明させていただきた

いと思います。 

 災害応急、非常にやはりその復旧については時を急ぐべきだと、さきの直近の臨時会に

おいても間に合うべく対応を進めるべきではないかといったようなご質問でなかったかと

思います。説明資料にも載ってございますけれども、28ページから29ページにかけてそれ

ぞれの箇所づけがなされております。公共土木施設災害応急箇所の一覧において道路にお

いては18カ所、また河川においては15カ所等がその整備ということの内容になっています。

５月の３日から５日までの大雨による災害、被災をしたという中で、その後現状が落ちつ

いた中で現場の確認を行わなければならないと。現場を全町くまなく確認をした中で、そ

して災害箇所については積算をしていかなければならないという中で時間的にやはり、そ

の間５月の５日から臨時会の間の10日の期間ではなかったかと思います。この中でやはり

非常にタイトな状況がございます。そういった中で積算等の時間も要することから、今般

の定例会の中でご審議をいただくべく予算の措置ということで提案させていただいたとい

うことで、時間的な経過がそういうことでなったということでご理解いただきたいと思い

ます。ただ、今後は災害の応急についてはやはり時を急ぐという部分については同じ考え

でございますし、通常のものだと思っております。そんなことでご理解いただきたいと思

いますし、また予算につきましては審査、議決をいただくというのが法的にもってござい

ますので、予算をもって提案をした中で審議をいただくことの部分として進めたく思って

ございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 まず、先ほど最初に質問しました水産のほうでありますけれども、道のほう

の金額についても補助金についてもまだ確定をしていないと、状況によってはこの部分の

1,550万については自己資金になる可能性があるのだということであります。そういうこと

であれば、組合さんと町村が、豊頃も含めてですね、要するに半分ずつ折半すると。その

半分の町村の半分ですから４分の１になるのだと、私これだったらわかるのです。新しく

こういう部分を入れるものについて、半分は自己資金だけれども、半分は町村というか、

補助を出していくと、これはわかります。しかし、道が1,550万、でも全くこれ根拠なく出

しているわけではないのでしょうから、ある程度の見込みを持ちながら、今回この定例会

にかけてくるということはある程度見込みがあるのだろうと思うのです。そうしたときに

は、道から出たときに、あと残ったものの半分を漁組さん、半分を豊頃と浦幌というのな

らわかります。やはりこの辺が道の対応がわからない状況の中でこういうような提案とい

うものは、私はちょっと理解できないのではないかというふうに思いますし、また19日に

決算が出るのだということであるならば、ただアキサケが不漁だったから経営が大変であ

ろうということだけでは、今の時代はどんなところだってどんな商売だって大変なのです

から、大変でない商売なんかないのです。ですから、であろうというきちっとした数字、

根拠がない中においてこういうような補助を出していきますと、ましてやここに道の補助
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もどうなるかわかりませんと、こういう中において767万円を出しますというような、こう

いうのはちょっと根拠に私はかけるのではないかなと。提案する根拠にかけるのではない

かなというふうに、私はそういうふうに判断いたしますけれども、この辺についてぜひも

う一度理事者の回答をお聞きをしたいというふうに思います。 

 また、補正、専決とか、いろんな災害の部分につきまして、先ほど具体的にちょっと言

った自動ドアについてはそういったことでの対応で十分営業に支障がない対応できたと、

だからこれは６月にしたのだと、これは私理解できます。そういうような部分においては、

十分それで対応ができるのだと。だから、これはこっちへずらす、だけれどもそうではな

いものは先にやらなければならない、だからここら辺の区分けです。だから、当然やる部

分についてはきちっとやっぱり予算もつくらなければならないので、それで計算するには

たくさんの箇所があったから数字を出すのに時間かかったと、これもわかります。しかし、

例えば道路が崩れて、そこを農家さんが通れなければ、最低限砂利か何かでも入れて通れ

るだけにしなければならないわけです。側溝が埋まってしまった、もう満タンに埋まって

しまったら水が流れてくるわけですから、あふれたら全部道路に流れてきてしまったら、

そこに砂利を入れたって全部また流れてしまう、または水道がついてしまってまた結局や

らなければならない。だから、最低限そこだけは、側溝だけはやらなければならない。あ

とそこのほかの崩れているところは、後々きちっと設計をして、調査をしてまたきちっと

した予算、この辺のめり張りで、だからやらなければならないことだけはやっぱりしなけ

ればならないし、農業関係でいえばちょうど連休明けで忙しい時期だったではないですか、

やっぱりこういうとこら辺ではその辺の見きわめというか、判断という部分、やらなけれ

ばならないものと後ろへ回すようなのと、この判断というものがちょっと設計に時間がか

かったので、ここにずれたのだということだけでは、だからやっぱりそういう部分のここ

に仮設の砂利入れる、この部分だけは専決でお願いしますよという、あときちっとしたも

のをまたどうするのか、土のう積むのかどうするのか、またのりもきちっとして芝を張っ

てというようなことになれば、それはまた新規の予算でやるのだと、ここら辺のめり張り

が私は必要でなかろうかというようなことであります。町民が困っているのに、６月に議

会があるから議会まで待ってくれ、待ってくれ、これでは私いけないと思うのです。議会

があるばかりに、そのために町民の生活が不便になってしまって、私たち議会が足かせに

なっているようなことでは逆になってしまいます。ですから、そういう意味でやらなけれ

ばならないところとその辺にめり張りが必要だと、この部分は専決で処分させていただき

ましたよと、この部分は今回正式に６月の定例会で出させていただきましたと、こういう

ような形になるべきではなかろうかなというような気がいたしましたので、質問させてい

ただいておりますので、改めて２点答弁を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ２点目の災害応急にかかわるご質問についてご説明させていただきたい



 － 43 － 

と思います。 

 先ほどの説明で一部不十分な点がございまして、大変申しわけございません。予算措置

の中で、原課から上がってきた分として今回補正予算というふうに組ませていただきまし

た。確かに応急措置につきましては、町のほうの維持の係としての整備もできるようにな

っておりますので、ただいまご指摘のありました件につきましては直営なり、また既定の

予算の中で応急措置ということはその都度行っておりますので、そうではなくてどうして

も発注して応急的な対応したいと、せざるを得ないといった分についての積算の内容がこ

ういうふうになった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 副町長。 

〇門馬副町長 水産の関係でございますけれども、豊頃、漁組、浦幌町、３者で協議をし

た中で基本的な考え方としては豊頃町と浦幌町は４分の１ずつをまず負担していこうとい

う基本的な考え方できているということでありまして、そこの残ったものについては漁組

さんがどういうふうにするか考えていくということでの進め方でありますので、基本的な

考え方はあくまでも浦幌町は４分の１という考え方できたということであります。 

 それと、先ほどの専決の関係についてでありますけれども、これは議会との関係も含め

まして、やはり町長の執行権、あるいは議会の議決権があるわけでありまして、そういう

中で私ども非常に悩みどころがあるところであります。これまで議会との関係も含めまし

て、できるだけ予算にかかわる分については議会の議決をいただいてという考え方の中で

私ども進めてきておりまして、そういう中で基本的に臨時会等を開催する中でやっていく

というのが基本的な考え方なのかなと思います。ただ、どうしても生命、財産にかかわる

もの、あるいは緊急的なものについては専決ということについてはあるわけでありますけ

れども、ほかの町村では予算にかかわって専決事項として金額何ぼ以下であれば専決がい

いですよとか、いろんな決め方があるわけでありまして、そういった専決の問題について

は今後とも議会と協議をしながらやっていかなければいけない事項なのかなというふうに

考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 今最後に言われました専決部分につきましては、確かにそういうような部分

で私たち議会とも協議が必要な部分あるのかなと思います。ただ、どちらにしても私たち

も理事者も町民のためにやっているわけですから、町民に議会を経ないと、町民の生活が

ふぐあいであるのにこれを経なければならない、手続もありますからわかりますけれども、

しかしそれによって町民の不備が長くなってしまうということでは、せっかく町民のため

にやっていることが何にもならなくなってしまうという部分であります。ですから、こう

いう応急的な、緊急的な部分については私は当然見るべきものであろうというふうに思い

ますし、実際に予算だって施設の災害応急費ですから、応急費として緊急でやるわけです

から、そのための予算なわけですから、私はこの部分については当然議員の皆さん方の賛
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同が得られるというふうに思います。やはりこういった部分については、ぜひ今後ともス

ピーディーな対応がとれるようにご検討いただきまして、相談していただける部分につい

て応じるものがあれば、ぜひ私たち議会としても応じていけるというふうに思いますので、

よろしくお願いをいたします。 

 それと、水産のほうにつきましては、いろいろな考え方があるのかなと思いますけれど

も、あくまでも町としては４分の１なのだと。要するに事業費の半分は町で負担をして、

その半分を豊頃と半分ずつするから、あくまでも浦幌は４分の１なのだと。この４分の１

ということを前提に物事が動いているというのですけれども、ではこの４分の１というの

はどこからこの４分の１という数字が出てきたのですかということです。ここら辺だと思

うのです。だから、私は決して水産に補助を出すなとか、そういうことでもありませんし、

今後のいろんなことを、先ほども輸出のこととかも説明がありましたけれども、そういっ

たことを踏まえると衛生的な問題からしてやはりこういうようなステンレスにしなければ

ならない、これはわかります、将来的なことも踏まえて。そのことは、私は結構だと思い

ます。それについてやはり道なりのこういう有利な制度があるならば、そういうものをう

まく利用しながらやっていく、私はこれも結構だというふうに思います。だから、この４

分の１の考え方が、道から出るのであれば道の有利なものを使って残ったものの４分の１

というのなら私は理解できるのですけれども、道のやつがどうなるかわからないけれども、

あくまでもかかったものは最初から４分の１で見ているのだという前提で物事が動くとい

うことでは、私はほかの者が理解できないのではないかと思うのです。やっぱり決算とい

うものもよくしっかりと踏まえて見なければならないですし、先般も農業協同組合も出て

いたではないですか。決算とか、やっぱりそういうような数字を見て、悪い、悪いといい

ながらもいいときもあるではないですか。やっぱりそういう状況というものをよく見た上

で、よほど悪いのであれば、逆に４分の１にこだわらずにもっと出さなければならない場

合もあるかもしれないし、やっぱりこの４分の１というものの部分が、道補助金が出るか

出ないかわからないけれども、あくまでも４分の１は最初から見るのだという前提で物事

が動くということは、これはほかの団体、農業、林業とかほかの団体もあったりするけれ

ども、その辺の整合性というか、理解が得られないのではないかなと思うのです。ですか

ら、私は決まった部分の４分の１なのだよということであれば理解が得られるのではない

かなと思うのです。だから、この決算の状況というものもまだわからない、であろうとい

う、こういう状況の中で実際にどういう状況なのかということがきちっと把握されていな

い中で、あくまでも４分の１なのだから、これだけ数字は先に進めるということではいま

一つ理解ができないのではないかと思うのですが、私もこれ３回目の質問ですから最後で

すので、ぜひ町長の見解をお伺いしたいなというふうに思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 水産振興費の部分についてでありますけれども、先ほどから課長、副町長が
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答弁しておりますとおり、町としましては豊頃町と浦幌町で合わせて50％以下の補助をし

たいということであります。残りの50％については、組合が独自に手当てをするというこ

とであります。ここに書いてある、ちょっと誤解を生む部分だろうなというふうに思いま

すけれども、総事業費から道補助金を引いて自己資金を引いてという書き方をしています

から、これ道補助金50％当たった場合ということでありまして、今道が持っている補助金

制度については50％が最大でありますから、これが最大当たった場合についてはこの程度

になりますよという話であります。今わかってからでいいのではないかという話でありま

すけれども、今アキサケ漁が今年始まるという時期でありまして、その時期に合わせても

う事業を進めないとならないと、選別台をつくっていかないとならないという状況であり

ます。６月のこの議会で議決をいただけなければ、その台が間に合わないという状況の中

で、私どもとしては基本的に豊頃さんと浦幌で50％の補助をしていきたいということであ

ります。この50％の補助というのは、まず組合が確かに85％の大宗漁業であるアキサケが

２年連続半分、50％の水揚げで終わっているということと、また東日本大震災においても

漁船等の被害があるということで大変大きな被害を受けているということで、組合として

も緊急事態だろうというふうに思いますけれども、だからといってその決算を見ながら補

助を50％にするというのではなくて、あくまでもこういう選別台、特にＥＵに対しての衛

生基準が今大変東日本大震災起こって以来厳しくなっています。放射能汚染ということも

ありまして、そういうことであるから、木造で今選別台つくっているものをステンレスに

かえていくという組合の考え方、またそうでなければ衛生基準にかなわないということで

ありますので、そういうことで緊急的に今回の助成とさせていると、６月で予算を計上さ

せていただいたということであります。あくまでも50％以内の補助金ということで考えて

おりますので、その点はご理解をいただきたいなというふうに思います。たまたま４分の

１というのは、２つの町が１つの組合を抱えているということで、本来であれば50％にな

るかもしれませんけれども、豊頃と浦幌でまたそこを折半して４分の１になっているとい

うことでありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 １時５８分  休憩 

午後 １時５８分  再開 
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〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 これより討論を行いたいと思います。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49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、議案第49号は原案のとおり可決されました。 

 大変失礼をいたしました。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００分  休憩 

午後 ２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ます。 

 

    ◎日程第１４ 議案第５０号 

〇田村議長 日程第14、議案第50号 平成24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。 

〇亀山産業課長 26ページをごらん願います。議案第50号 平成24年度浦幌町町有林野特

別会計補正予算。 

 平成24年度浦幌町の町有林野特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４万7,000円を減額し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ8,438万5,000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24年６月11日提出、浦幌町長。 

 27ページをごらん願います。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
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す。 

 28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の総括は説明を省略さ

せていただきます。 

 29ページをごらん願います。２、歳入、３款繰入金、２項１目基金繰入金４万7,000円を

減じ、1,666万円、１節基金繰入金を４万7,000円更正減するものでございます。 

 ３、歳出、１款１項１目財産管理費４万7,000円を減じ、1,564万6,000円、４節共済費４

万7,000円の更正減は、いずれも納付率の改定によるものでございます。 

 以上で補正予算の説明を終わらせていただきますので、よろしくご審議願います。 

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50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、議案第50号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１５ 議案第５１号 

〇田村議長 日程第15、議案第51号 平成24年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予

算を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 30ページをごらんください。議案第51号 平成24年度浦幌町国民健康

保険事業特別会計補正予算。 

 平成24年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５万5,000円を減額し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ９億477万4,000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24年６月11日提出、浦幌町長。 

 31ページの第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略させていただきます。 
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 32ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましても省略させていただ

きます。 

 今回の補正予算につきましては、４月１日の人事異動に伴います人件費の補正内容です。

節の説明は省略させていただきます。 

 33ページをごらんください。２、歳入、８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金５万5,000円を減額し、9,377万6,000円、３節その他一般会計繰入金５万5,000円の

減額。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費５万5,000円を減額し、2,675万

1,000円、２節給料７万円の追加、３節職員手当等３万5,000円の減額、４節共済費９万円

の減額。 

 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51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、議案第51号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１６ 議案第５２号 

〇田村議長 日程第16、議案第52号 平成24年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 34ページをごらんください。議案第52号 平成24年度浦幌町後期高齢

者医療特別会計補正予算。 

 平成24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から歳入歳出それぞれ9,000円を減額し、歳入歳出の総額を

歳入歳出それぞれ7,663万4,000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
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予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成24年６月11日提出、浦幌町長。 

 35ページの第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略させていただきます。 

 36ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましても省略させていただ

きます。 

 今回の補正につきましては、共済費負担金率の確定に伴います共済費の補正内容でござ

います。節の説明は省略させていただきます。 

 37ページをごらんください。２、歳入、２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金9,000円を減額し、3,345万9,000円、１節事務費繰入金9,000円の減額。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費9,000円を減額し、499万、４

節共済費9,000円の減額でございます。 

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

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52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、議案第52号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１７ 議案第５３号 

〇田村議長 日程第17、議案第53号 平成24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。 

〇小路谷町民課長 38ページをごらんください。議案第53号 平成24年度浦幌町介護保険

特別会計補正予算。 

 平成24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129万8,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ６億1,686万4,000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
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予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成24年６月11日提出、浦幌町長。 

 39ページの第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略させていただきます。 

 40ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましても省略させていただ

きます。 

 今回の補正予算につきましては、４月１日付の人事異動に伴います人件費の補正内容で

ございます。また、節の説明は省略させていただきます。 

 41ページをごらんください。２、歳入、６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金129万8,000円を追加し、１億2,486万2,000円、３節職員給与費等繰入金129万8,000円

の追加。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費106万5,000円を追加し、1,882万

4,000円、２節給料34万8,000円の追加、３節職員手当等68万7,000円の追加、４節共済費３

万円の追加。 

 ４款１項地域支援事業費、３目包括的支援事業費23万3,000円を追加し、2,790万7,000円、

３節職員手当等38万9,000円の追加、４節共済費15万6,000円の減額。 

 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53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、議案第53号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１８ 議案第５４号 

〇田村議長 日程第18、議案第54号 平成24年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 議案第54号 平成24年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算。 

 平成24年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところに

よる。 
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 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ692万5,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ２億4,283万7,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成24年６月11日提出、浦幌町長。 

 第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 44ページをごらん願います。歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましても

省略させていただきます。 

 今回の補正予算の内容につきましては、看護師、看護助手の新規採用に伴う給与格付の

決定及び共済組合等の負担率の確定による人件費の補正の内容でございます。 

 45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692万5,000円を減額し、6,877万3,000円、１節一般会計繰入金692万5,000円の更正

減、一般会計からの繰入金の減額でございます。 

 ３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費38万2,000円を減額し、4,525万円、３

節職員手当等18万3,000円、４節共済費19万9,000円、ともに更正減でございます。 

 ２目医業費654万3,000円を減額し、１億9,753万7,000円、２節給料46万9,000円の更正減、

３節職員手当等５万円の更正減、４節共済費346万5,000円の更正減、７節賃金255万9,000円

の更正減でございます。 

 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54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、議案第54号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１９ 議案第５５号 

〇田村議長 日程第19、議案第55号 平成24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。 
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 施設課長。 

〇新川施設課長 46ページをごらんください。議案第55号 平成24年度浦幌町公共下水道

特別会計補正予算。 

 平成24年度浦幌町の公共下水道特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ240万6,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ３億6,425万2,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成24年６月11日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 次のページをお開きください。歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括は省略させて

いただきます。 

 次のページをごらんください。このたびの補正につきましては、人事異動に伴う人件費

の減額補正をするものでございます。 

 ２、歳入、５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金240万6,000円を減額し、

２億2,865万4,000円、１節一般会計繰入金240万6,000円の減額、一般会計からの繰入金の

更正減でございます 

 ３、歳出、２款事業費、１項１目下水道建設費240万6,000円を減額し、8,136万2,000円。

なお、節の説明は省略させていただきます。２節給料87万1,000円の更正減、３節職員手当

等92万3,000円の更正減、４節共済費61万2,000円の更正減。 

 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55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、議案第55号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２０ 議案第５６号 

〇田村議長 日程第20、議案第56号 平成24年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算を
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議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 50ページをお開きください。議案第56号 平成24年度浦幌町個別排水処

理特別会計補正予算。 

 平成24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から歳入歳出それぞれ４万1,000円を減額し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ5,384万4,000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24年６月11日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 次のページをお開きください。歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括は省略させて

いただきます。 

 次のページをごらんください。このたびの補正につきましては、共済負担金率の確定に

係る人件費の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４万1,000円を減額し、

2,700万4,000円、１節一般会計繰入金４万1,000円の更正減、一般会計からの繰入金の減額

でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費４万1,000円を減

額し、1,707万3,000円。なお、節の説明は省略させていただきます。４節共済費４万1,000円

の更正減。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第56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、議案第56号は原案のとおり可決されました。 
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    ◎日程第２１ 議案第５７号 

〇田村議長 日程第21、議案第57号 平成24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。 

〇新川施設課長 54ページをお開きください。議案第57号 平成24年度浦幌町簡易水道特

別会計補正予算。 

 平成24年度浦幌町の簡易水道特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ686万7,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ４億7,464万5,000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24年６月11日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 次のページをお開きください。歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括は省略させて

いただきます。 

 ２、歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目簡易水道費負担金500万円を追加し、

630万円、１節工事負担金500万円の追加、説明資料38ページに記載の水道管移設に係る工

事負担金の追加でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金186万7,000円を追加し、１億1,682万

5,000円、１節一般会計繰入金186万7,000円の追加、一般会計からの繰入金の追加でござい

ます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費13万3,000円を減額し、2,617万

6,000円。なお、節の説明については省略させていただきます。４節共済費13万3,000円の

更正減。 

 ２款１項事業費、１目給水事業費700万円を追加し、２億3,169万9,000円、15節工事請負

費700万円の追加、説明資料38ページに記載の水道管移設に係る工事請負費の追加でござい

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） 
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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57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、議案第57号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12日から６月14日までの３日間、議事の都合により休会とし、

６月15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12日から６月14日までの３日間、議事の都合により休会とし、６月15日午

前10時から本会議を開くことに決定をいたしました。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 ２時３６分 


