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平成２４年第４回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

平成２４年１２月３日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 ２時１０分 

 

〇議事日程 

 日程第 １ 議会運営委員長報告 

 日程第 ２ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ３ 会期の決定 

 日程第 ４ 諸般の報告（議長） 

 日程第 ５ 各常任委員会報告 

 日程第 ６ 行政報告（町長） 

 日程第 ７ 承認第 ４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 ８ 議案第７４号 浦幌町子ども発達支援センター設置及び管理条例の制定に 

              ついて 

 日程第 ９ 議案第７５号 議会等に出頭する者及び公聴会に参加する者の実費弁償条 

              例の一部改正について 

 日程第１０ 議案第７６号 浦幌町地域包括支援センター設置条例の一部改正について 

 日程第１１ 議案第７７号 浦幌町森林公園の管理等に関する条例の一部改正について 

 日程第１２ 議案第７８号 地域主権一括法の制定に伴う関係条例の整理に関する条例 

              について 

 日程第１３ 議案第７９号 浦幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更について 

 日程第１４ 議案第８０号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について 

              （町営公衆浴場） 

 日程第１５ 議案第８１号 平成２４年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第１６ 議案第８２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１７ 議案第８３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１８ 議案第８４号 平成２４年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第１９ 議案第８５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２０ 議案第８６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２１ 議案第８７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 
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    ３番  安  藤  忠  司     ４番  中  尾  光  昭 

    ５番  二  瓶     隆          ６番  福  原  仁  子 

    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 
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〇出席議会事務局職員 

     局    長   前  田     勇 

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

    ◎開会の宣告 

〇田村議長 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。 

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

します。 

 

    ◎議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 杉江委員長。 

〇杉江議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。 

 平成24年第４回浦幌町議会定例会の運営について11月26日午前、議会運営委員会を開催

し、正副議長出席のもと、理事者より今定例会に提出される議案の説明を受け、日程及び

運営について協議をいたしましたので、報告いたします。 

 本定例会は、諸般の報告、常任委員会報告、行政報告に続き、議案は承認１件、一般議

案７件、補正予算７件、議長提出は発議、議会基本条例提案１件、発委は議会委員会条例

改正、議会会議規則の一部改正と２件であります。以上の内容を踏まえ、会期は本日12月

３日より12月10日までの８日間でお願いいたします。 

 次に、一般質問の通告期限は明日４日正午までとなっておりますが、今定例会は年１回

のサンデー議会を理事者のご理解もいただき、９日日曜日午後の一般質問を設定しており

ますので、多くの議員の通告を期待しているところであります。 

 本日の日程は、諸般の報告、各常任委員会報告、行政報告に続き、承認第４号、専決処

分１件、議案第74号から第80号まで一般議案７件、議案第81号から第87号まで補正予算７

件の審議を予定しております。 

 以上、議会運営委員会報告といたします。議員各位のご協賛よろしくお願い申し上げま

して、報告を終わります。 

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、２番、差間正樹議員、３番、

安藤忠司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。 

 本定例会の会期は、本日から12月10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10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11月22日付で町長並びに教育委員会委員長、

農業委員会会長、代表監査委員に出席の要求をいたしております。 

 次に、平成24年９月12日から平成24年12月２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８月分から10月分の例月出納検査報告書及

び平成24年度随時監査報告書につきましては、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。 

 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、小中一貫教育とコミュニティ・スクールについて。 

 ２、調査実施期日、平成24年10月23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お手元に配付をされておりま

すので、要旨のみ申し上げます。本委員会は、三笠市において三笠市教育委員会学校教育

課長及び担当係長より説明をいただき、その後質問をする形で行いました。今回の調査は、

平成24年度浦幌町教育行政執行方針の中で教育委員会より学びの連続性を確保するため小

中一貫教育の調査研究を進めるとの報告を受け、町の宝である子どもたちの教育は重要な

課題との認識のもと、議会も一体となって積極的に教育行政に取り組む必要があるとの考

えのもと調査を行ったものでございます。三笠市においては、平成17年より岡山小学校と
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萱野中学校を中心に分離型の小中一貫教育を実施しており、義務教育の９年間を見通した

教育で、この９年間を３期に分けて取り組みをしているところでございます。この授業の

中においては、特色のある授業として国際科や地域科などの選択学習を実施して成果を上

げており、小中学校連携もしっかりと進められており、体育や音楽の授業では合同授業等

の取り組みをされているところでございます。昨年度の学校統合を機に全市で小中一貫教

育を展開し、そのことにより地域との関係が希薄になってしまう懸念から、学校が主体と

なって地域や保護者との連携構築を図るためコミュニティ・スクールを設置し、まだまだ

研究段階ではあるが、研修を重ねながら取り組んでいるところでもございます。本格実施

となって８年を迎えるこの小中一貫教育でございますが、やはり始めるに当たっては相当

な苦労があったというふうにお聞きをいたしました。やはりその中において最後には校長

先生のリーダーシップ、また学校教育現場の管理職の中心になる先生のリーダーシップが

今の三笠の小中一貫教育の礎となったものというふうにお伺いをしたところでもございま

す。また、それをサポートする意味でも三笠市においても教育委員会に担当の係を置き、

金銭的にも毎年1,000万ぐらいの投資を行いながらしっかりとしたバックアップをとって

いるというふうに伺ってもございます。三笠市においては、先進地とはいっても小中一貫

教育については10年もたっていないことやコミュニティ・スクールについても今年始まっ

たばかりであり、まだまだ効果を検証するには時間が必要であるというようなお話も伺っ

てございます。浦幌町においても浦幌町教育の日を初め、地域総ぐるみの教育を目指して

取り組んでおりますが、今後もさらなる教育改革を望むものであります。なお、調査研究

された内容の情報公開を今後も積極的に行うとともに、浦幌町の実情に即した取り組みを

行い、子どもたちにとって最適な教育環境で学ぶことができるように望むものでございま

す。 

 以上、総務文教厚生常任委員会委員会報告といたします。 

〇田村議長 次に、産業建設常任委員会、森委員長。 

〇森産業建設常任委員長 産業建設常任委員会調査報告をいたします。 

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

の規定により報告いたします。 

 １、調査事件、バイオマス（有機物資源）の有効活用について、先進地であります鹿追

町環境保全センターの行政視察。 

 ２、調査実施期日、平成24年10月１日。 

 ３、調査の経過と結果については、要旨のみ報告させていただきます。国内最大規模の

家畜ふん尿利用型バイオガスプラントが稼働する鹿追町環境保全センターにおいて、バイ

オマス（有機物資源）の有効活用について、町担当者より施設概要及び内部の詳細説明と

質疑を含め約２時間の視察調査を実施しました。鹿追町は、化石燃料を使用することで発

生する温室効果ガスによる地球温暖化、人口の増加や活動による資源の枯渇、環境破壊等

の問題と基幹産業である農業と観光業の発展を両立させるため、また家畜ふん尿の適切な
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処理、市街地周辺の環境の改善、生ごみ、汚泥等のバイオマス資源化などの課題解決のた

め鹿追町環境保全センターをつくりました。同センターの施設概要につきましては、表に

記載のとおりでございます。同センターは、バイオガスプラント、堆肥化プラント、コン

ポスト化プラントの３つの施設から成る地域資源循環型プラントで、平成19年10月から稼

働し、現在６年目を迎えている施設です。バイオガスプラント、堆肥化プラント、コンポ

スト化プラントのそれぞれの働きや機能等については記載のとおりであります。同センタ

ーは、酪農家12戸による利用組合が運営主体となって運営されており、従業員は４名で、

ふん尿の引き取りから消化液の散布等全ての仕事を担っています。町は、事業運営を利用

組合に委託という形で行い、昨年度の委託料は約4,000万円、収入は約5,000万円と1,000万

円が黒字という経営状況であります。農業を基幹産業とする鹿追町は、こうした施設を最

大限活用し、有機質資源である家畜ふん尿と町内で発生する生ごみを集中処理することに

より悪臭を低減し、さらに圃場に還元することで農業生産が向上。これに発生エネルギー

の有効利用が加わることにより地域循環型農業が確立し、地域活性化につながっているこ

とを確認したところであります。同様に農業を基幹産業とする本町においても大変実り多

い調査でありました。地球規模の環境問題の解決や地域での産業の課題を同時に解決する

バイオガスプラントは、廃棄物処理、エネルギー製造、ＣＯ２削減、有機肥料製造という

機能をあわせ持つものであります。太陽光や風力といった自然条件に左右されないため、

安定したエネルギー供給が可能です。鹿追町と同様に農業を基幹産業とする本町において

も、将来的に酪農振興対策としてバイオマス（有機物資源）の有効活用について十分な調

査研究が必要であると思われます。 

 以上、産業建設常任委員会調査報告といたします。 

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 行政報告をさせていただきます。 

 平成24年９月12日から平成24年12月２日までの町長等の動静につきましては、お手元に

配付のとおりでありますので、ごらんおきを願いたいと思います。 

 次に、建設工事入札結果についてであります。森林管理道上厚内線林道開設工事ほか18件

であります。 

 次に、３の委託業務入札結果については、避難道路整備事業ほか調査測量設計委託業務

ほか３件であります。 

 ４の物品購入入札結果につきましては、浦幌町立診療所診療用機械器具購入１件であり

ます。 

 その他について、町内で発生しました火災について報告をさせていただきます。出火場
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所、罹災者については記載のとおりであります。覚知時刻につきましては９月24日午前４

時57分、鎮火時刻は９月24日午前５時51分であります。出火箇所は和室であります。出火

原因については不明であり、焼損状況については全損となっております。損害額につきま

しては現在調査中でありまして、負傷者については１人おられるということであります。

消防活動状況につきましては、消防署出動車両５台、人員13人、消防団は車両４台、人員

10人、団本部４人、第３分団６人となっております。 

 以上、火災についての報告とさせていただきます。 

 次に、十勝テレホンネットワーク株式会社の破産について報告いたします。十勝管内の

全自治体が出資する十勝テレホンネットワーク株式会社は、帯広市が当時の郵政省の推進

するテレトピア地域指定を受け、ＮＴＴ無利子融資事業として簡易陸上移動帯無線電話（自

動車電話）事業により地域における情報化を推進するため、昭和63年10月に第三セクター

方式、民間企業、帯広市、清水町の第三セクター方式により設立されました。その後モデ

ル地域指定エリアが帯広市から十勝広域市町村圏に拡大されたことを受け、十勝地域ＩＮ

Ｓ推進協議会の会議の中で十勝テレホンネットワーク役員から事業の推進、普及拡大を図

るため協力要請があり、同協議会で出資の了解をし、本町は平成元年２月に２株10万円を

出資したものであります。同社による自動車電話契約数は、ピーク時には2,900台までに達

し、十勝地域の情報化の推進に貢献したものの、携帯電話普及などに伴う情報通信環境の

変化の影響を受け、徐々に契約台数が減少し、平成９年７月には自動車電話の事業の営業

権を北海道セルラー社に譲渡し、事業から撤退を図っております。その後情報通信企業を

対象とするテレコムプラザ事業を展開してきておりましたが、国の研究開発支援を受けて

取り組んだ酪農にかかわる検知システムの事業化が進展せず、金融機関への借入金返済が

困難となったことから、平成19年11月９日開催の臨時株主総会において減資が承認され、

資本金は２億7,290万円から9,824万4,000円に減額されております。平成23年４月８日に開

催されました臨時株主総会において会社の解散が議決され、解散に至る経過について説明

があり、平成21年12月に社屋ビルの主要なテナントである富士通グループの退去により賃

貸収入が閉ざされた後に入居企業が確保できなかったこと、新たな事業として生乳抗菌検

査キット製作を試みたが、製品化に至らなかったことなど、債務超過に陥った状況、あわ

せて金融機関からの資産売却の指導を踏まえて平成23年３月31日に契約した社屋ビル売却

についての報告がありました。また、当初は特別清算手続を申し立てる予定でありました

が、平成23年３月期の決算確定によって大幅な債務超過が明らかになり、多数の債権者か

ら特別清算手続の同意を個別に得ることが事実上困難となり、破産申し立てを行う方針に

転換し、平成23年９月８日、釧路地方裁判所帯広支部に自己破産の申し立てを行い、同年

９月20日に同庁より破産手続開始決定がなされた旨の報告が平成24年10月10日に開催され

た株主説明会でされ、その後平成24年10月25日には破産手続が終了した旨の通知があり、

破産財団は財団債権を弁済するにも全く足りない状況のため、一般破産債権はもちろんの

こと優先債権も一切弁済が不可能な状況にあるとの通知がありました。これに伴い、本町
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が出資した株式についても劣後債権を含めた全債権者への弁済が終了した後でなければ残

余財産の分配をなし得ないことから、財産分配は事実上不可能となりました。過去の経験

から出資先の財務状況把握等に努めていたにもかかわらず、町民の皆様の大切な財産がこ

のような結果となり、まことに遺憾であります。今後より一層の点検、状況把握に努めて

まいります。 

 以上、十勝テレホンネットワーク株式会社の破産についての報告といたします。 

 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７ 承認第４号 

〇田村議長 日程第７、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。 

 提出者からの報告の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 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、平成24年度浦幌町一般会計補正予算について、

次のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成24年12月３日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんおき願います。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11月19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。 

 別紙についてご説明を申し上げたいと思います。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824万1,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ63億6,212万8,000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。 

 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の１、総括につきましても省略をさ

せていただきます。 

 本補正の主な内容につきましては、衆議院解散に伴います本年12月４日告示、12月16日

執行の衆議院議員選挙に係る事務経費が主な内容でございます。 

 次のページをごらんおき願います。２、歳入、14款道支出金、３項委託金、１目総務費
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委託金779万2,000円を追加し、1,661万5,000円、３節選挙費委託金779万2,000円は、衆議

院議員選挙費委託金の内容であります。 

 17款繰入金、２項１目基金繰入金44万9,000円を追加し、4,112万7,000円、１節基金繰入

金44万9,000円は、財政調整基金の繰入金でございます。 

 ３、歳出、２款総務費、４項選挙費、３目衆議院議員選挙費、新たな目を設けるもので

ございますので、補正前についてはゼロ円でございます。824万1,000円を追加し、824万

1,000円、１節報酬93万2,000円の追加は、委員報酬10万6,000円、投票管理者報酬19万

9,000円、開票管理者報酬１万円、投票立会人報酬49万2,000円、開票立会人報酬12万

5,000円、いずれも追加の内容でございます。３節職員手当等184万1,000円の追加は、時間

外勤務手当110万円、開票事務従事者手当52万円、投票事務従事者手当22万1,000円のいず

れも追加の内容であります。７節賃金11万5,000円の追加は、賃金11万5,000円の追加でご

ざいますけれども、臨時職員１名の期間におきます内容であります。９節旅費７万7,000円

の追加につきましては、報酬にかかわります費用弁償７万7,000円の追加でございます。

11節需用費130万3,000円は、消耗品費60万円、食糧費15万3,000円、印刷製本費50万円、修

繕料５万円の追加につきましてはそれぞれ選挙事務にかかわります事務用品、入場券等の

印刷にかかわる等の内容であります。12節役務費66万2,000円の追加は、通信運搬費50万円、

手数料16万2,000円でございます。14節使用料及び賃借料22万6,000円の追加は、印刷機の

借り上げ料が２万6,000円、選挙システムプログラム借り上げ料20万円の追加の内容であり

ます。15節工事請負費120万円の追加は、掲示場設置工事にかかわります工事請負費の内容

であります。13節備品購入費188万5,000円につきましては、国民審査投票読み取り機１台

の購入等にかかる経費でございます。 

 以上で専決処分の承認について説明を終了させていただきますので、ご承認を賜ります

ようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

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。 

 これより承認第４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４号は承認することに決定をいたしました。 

 



- 11 - 
 

    ◎日程第８ 議案第７４号 

〇田村議長 日程第８、議案第74号 浦幌町子ども発達支援センター設置及び管理条例の

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。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 議案第74号 浦幌町子ども発達支援センター設置及び管理条例の制

定について。 

 浦幌町子ども発達支援センター設置及び管理条例を次のように定める。 

 平成24年12月３日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町子ども発達支援センター設置及び管理条例。 

 本条例の制定の説明は、条文の朗読を省略させていただき、議案説明資料に基づき説明

をさせていただきます。議案説明資料１ページをごらん願います。制定の趣旨につきまし

ては、平成３年にことばの教室として開設し、平成18年からは障害者自立支援法に基づき

児童デイサービスセンターとして発達支援の必要が認められる児童に対し、当該児童の健

全な育成を図るため、療育指導を継続して実施してまいりましたが、平成25年４月からは

児童福祉法及び障害者自立支援法の一部改正により障がい児支援が児童福祉法に一元化さ

れたため、子ども発達支援センターとして地方自治法第244条の２第１項の規定に基づき条

例を制定するものでございます。 

 条例の条文構成につきましては、第１条、設置から第８条、委任規定までの本則８条、

附則２項で構成しています。主な条例の内容につきましては、第２条は名称及び位置を定

め、児童福祉法及び障害者自立支援法の一部改正に伴い、事業所の名称をくれよん広場か

ら浦幌町子ども発達支援センターくれよん広場に変更するものであり、なお位置の変更は

ありません。 

 第３条は、実施する事業を定め、障害者自立支援法に基づき児童デイサービスセンター

は就学児も含めたサービスを行ってきましたが、同法の一部改正に伴い、児童福祉法によ

って満１歳から小学校就学の始期に達するまでの児童に対するサービスが児童発達支援事

業に、小学校就学の始期から満18歳に達するまでの児童に対するサービスが放課後等デイ

サービス事業として行われることとなりました。なお、当該事業の内容は、従来どおり心

身の発達に必要な日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等の療育

指導、相談支援を行うものであり、事業内容に変更はありません。 

 第４条は、利用対象者を定め、これまで浦幌町、池田町及び豊頃町に住所を有する障が

い児を対象に実施してまいりましたが、児童福祉法第４条第２項に規定する身体に障がい

のある児童、知的障がいのある児童、または精神に障がいのある児童で他市町村に住所を

有する者であっても受給者証を有する場合は本町の子ども発達支援センターの利用を可能

とするものでございます。 

 第５条は、利用定員を定め、利用定員は１日につき10名とし、定員の変更はありません。 
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 次のページをごらん願います。第６条は、使用料を定めております。給付費は、障害者

自立支援法による介護給付費から児童福祉法による障害児通所給付費に変わりますが、通

所給付決定保護者が納入すべき使用料の額についての変更はありません。なお、従来どお

り使用料の減額、免除を規定するものでございます。 

 第７条は、納期を定め、使用料の納期を定めるものでございます。 

 第８条は、委任を定め、条例の施行に関し、子ども発達支援センターの運営に必要な事

項について別に定めるものでございます。 

 附則第１項は、施行期日を定め、平成25年４月１日から施行するものでございます。 

 附則第２項は、浦幌町児童デイサービスセンター設置及び管理条例の廃止を定め、浦幌

町児童デイサービスセンター設置及び管理条例（平成15年浦幌町条例第23号）は、平成25年

３月31日をもって廃止することを規定するものでございます。 

 以上で説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 ただいまの説明の中で第４条関係で、説明資料で申し上げますと③番の部分

であります。確認をしたいのですが、今度は浦幌、池田及び豊頃、従来の範囲を他町村に

住所を有する者であっても受給証を有する場合は本町の子ども発達支援センターを利用で

きるということになりますね。想定される状況としては、昨年の災害で緊急避難的なこと

があった場合は大半の方が住所を移されるのかなということがありますが、そういうこと

も当然含んでいると思われますけれども、そのほかに例えば浦幌町にいても選択として本

別町に行けるとか、あるいは豊頃町に行けるとか、逆の３町以外のところの幕別に行ける

とか、そういうことも法律の改正ということでありますから、浦幌町の条例改正だけでな

くて、逆の場合も想定して可能なのかどうか、それから今言ったように災害時の避難だけ

でなくてほかにどういうようなことが考えられるのか、選択で自分が選べる、家族が選べ

る、そういう状況になったのかどうかということを確認したいと思います。 

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 今回のこの利用対象者の範囲ですけれども、利用できる区域、地域

につきましては今回この条例、児童福祉法の改正ばかりではございません。現実的には池

田町、豊頃町ということで３町の広域を視野に入れた取り組みということで当初ことばの

教室、そしてくれよん広場ということで実施してまいりましたけれども、現実的には実態

として浦幌町のくれよん広場が設置されてから他市町村でもそれぞれ児童デイサービスセ

ンターの実施できる事業所が設置されてきたということもありまして、実態としては他市

町村のお子さんは利用されたということはございません。ただ、利用できるということの

可能性があれば、浦幌町に住所を有する方でなくても利用申し込みがあった場合、受給者

証があれば利用可能と。仮に受給者証、災害時だとか、どうしても住民票、住民登録を動
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かせないだとか、その家庭の諸事情あるかと思います。そういった中身につきましては、

もともとの住民票がある市町村にこちらから連絡をして受給者証の交付の手続を行ってい

ただくだとか、あるいは受給者証の交付の手続が間に合わないといった場合については町

長が必要と認めた児童ということで、その子どもがデイサービス必要だということであれ

ば受け入れると、受給者証がない場合でも。逆に浦幌町の子どもさんが他市町村の事業所

を利用するといった場合についても、利用が可能となってございます。 

 以上で説明を終わります。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 再度確認したいのですが、この３町の範囲外でも今後は先ほどお聞きしまし

たように本別町へ浦幌が行ったりもできる、児童福祉法の国の法律ですから、市町村条例

はどこの市町村も同じように改正されて可能なのか、あるいは逆の場合、本別町やら幕別

町が何らかの理由で浦幌のセンターを利用することが可能なのか、そのことも確認したい

のです。 

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 説明不足で恐縮でございます。今おっしゃっておられたとおり、浦

幌町、今までは池田町、豊頃町ということで地域を限定しておりましたけれども、今回他

市町村においてもこちらは受け入れる、そして他市町村においても浦幌町の子どもさんに

ついては受給者証を持っている場合利用が可能と。そして、先ほど言ったとおり、そのお

子さんが受給者証を持っていない場合、その利用したいという他市町村から照会、あるい

は交付の手続ということで依頼があれば、迅速に対応するという形になるかと思います。 

 以上で説明を終わります。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第74号を採決いたします。 

 本件を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第９ 議案第７５号 

〇田村議長 日程第９、議案第75号 議会等に出頭する者及び公聴会に参加する者の実費
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弁償条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 議案第75号 議会等に出頭する者及び公聴会に参加する者の実費弁償条

例の一部改正について。 

 議会等に出頭する者及び公聴会に参加する者の実費弁償条例の一部を改正する条例を次

のように定める。 

 平成24年12月３日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんおき願います。議会等に出頭する者及び公聴会に参加する者の実費

弁償条例の一部を改正する条例。 

 議会等に出頭する者及び公聴会に参加する者の実費弁償条例（昭和38年浦幌町条例第４

号）の一部を次のように改正する。 

 以下、改正条文の朗読説明につきましては省略をさせていただき、議案説明資料をもっ

て説明をさせていただきます。説明資料３ページをごらんおき願います。議会等に出頭す

る者及び公聴会に参加する者の実費弁償条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １、改正の趣旨でございますけれども、地方自治法が改正され、議会が本会議において

も公聴会の開催や参考人の出頭を求め、意見を聞くことができることとなったため、議会

等に出頭する者及び公聴会に参加する者の実費弁償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けれども、題名に議会等とあることによりまして議会だけ

に関するものとの誤解が生じやすいため、題名を実費弁償支給に関する条例に改めるもの

でございます。 

 以下、内容につきましては新旧対照表をもって説明させていただきますので、次のペー

ジをごらんおき願います。４ページにおきましては、議会等に出頭する者及び公聴会に参

加する者の実施弁償条例の新旧対照表、また５ページにつきましては固定資産評価審査委

員会条例新旧対照表の構成となっております。それぞれその条例にかかわる改正のもので

ございます。 

 最初に、議会等に出頭する者及び公聴会に参加する者の実費弁償条例の新旧対照表をも

ちまして説明をさせていただきます。右側には改正前となってございまして、先ほどの説

明をさせていただきました名称が議会等に出頭する者及び公聴会に参加する者の実費弁償

条例を改正後におきましては実費弁償支給に関する条例に改めるものでございます。 

 また、第２条の第４号につきましては、地方自治法の改正によります条項の整理でござ

います。また、含めまして議会における公聴会の参考人、また求めに応じた出頭参考人に

ついて、改正前は委員会に限っていたのを本会議に拡大する内容のものでございます。ま

た、第６号の農業委員会等に関する法律にかかわる内容でありますけれども、引用根拠法

にかかわる条項整理でございます。 
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 また、次のページの固定資産評価審査委員会条例の新旧対照表でございますけれども、

本条例の内容につきましては改正前におきましては第13条におきまして議会等に出頭する

者及び公聴会に参加する者の実費弁償条例という内容になっております。これが名称が変

わることになるため、実費弁償支給に関する条例と改めるものでございます。 

 ３ページに戻っていただきまして、改正の内容につきましてはただいま新旧対照表で申

し上げた内容でございます。 

 ３、施行期日につきましては、地方自治法の一部を改正する法律の公布の日、平成24年

９月５日から起算して６カ月を超えない範囲において政令で定める日から施行するものと

なるものでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第75号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第75号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１０ 議案第７６号 

〇田村議長 日程第10、議案第76号 浦幌町地域包括支援センター設置条例の一部改正に

ついてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 議案第76号 浦幌町地域包括支援センター設置条例の一部改正につ

いて。 

 浦幌町地域包括支援センター設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成24年12月３日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町地域包括支援センター設置条例の一部を改正する

条例。 

 浦幌町地域包括支援センター設置条例（平成18年浦幌町条例第39号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第11条中「第140条の52第４号」を「第140条の66第４号」に改める。 
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 附則、この条例は、公布の日から施行し、平成24年４月１日から適用する。 

 本条例の改正につきましては、議案説明資料に基づき説明させていただきます。議案説

明資料６ページをごらん願います。改正の趣旨でございますが、介護保険法施行規則（平

成11年厚生省令第36号）の改正により引用先の条文が変更となることから改正を行うもの

でございます。 

 改正の内容につきましては、本条例において介護保険法施行規則の条文を引用していま

すが、介護保険法施行規則の改正により引用先が変更になることから、当該条文について

改正するものでございます。なお、介護保険法施行規則の改正においては、引用根拠法令

の引用先の内容の変更はございません。 

 第11条は、浦幌町地域包括支援センター運営協議会の設置に関する規定でございます。 

 附則において、施行期日は、公布の日から施行し、平成24年４月１日から適用するもの

でございます。 

 以上で説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「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76号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第76号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１１ 議案第７７号 

〇田村議長 日程第11、議案第77号 浦幌町森林公園の管理等に関する条例の一部改正に

ついてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 議案第77号 浦幌町森林公園の管理等に関する条例の一部改正につい

て。 

 浦幌町森林公園の管理等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成24年12月３日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町森林公園の管理等に関する条例の一部を改正する

条例。 
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 浦幌町森林公園の管理等に関する条例（平成17年浦幌町条例第37号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表中「オートキャンプ場、１区画、1,500円、800円」を「オートキャンプ場、１区画、

2,000円、1,000円」に改める。 

 附則、この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

 本一部改正条例の内容につきましては、別冊の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８ページをごらん願います。このたびの改正の趣旨といたしまして

は、去る第２回町議会定例会において補正予算のご議決をいただいておりました森林公園

オートキャンプ場電源設備設置工事については今年度中に完成し、平成25年４月のオープ

ン時から供用開始することができるようになります。このことからオートキャンプ場利用

者にとりましてはこれまで使えなかった電化製品等の使用が可能となり、利便性の向上が

図られることから、オートキャンプ場の宿泊、日帰り使用料について増額改正を行うもの

でございます。 

 改正の内容は、オートキャンプ場１区画、宿泊１泊につき現行1,500円を改正後2,000円

とし、日帰り現行800円を改正後1,000円とするものでございます。十勝管内にはオートキ

ャンプ場のうち何らかの形で電源を使用できる施設が13カ所ございまして、両親と子ども

２人で１泊して利用した場合の最高額は5,000円、最低額は800円でございます。その平均

使用料は3,200円となりますが、本町の森林公園は施設的に充実しており、しかも使用料が

安価であることがキャンパーからの人気が高い施設であるということから、一気に管内平

均とすることは利用者数の大幅な減少につながるおそれがあり、安定した指定管理業務の

運営に影響を及ぼすことのないように配慮したものでございます。 

 なお、現在の指定管理期間は平成21年４月１日から平成26年３月31日までの５年間とな

っておりますが、このたびの電源設備の整備により平成25年度については指定管理者の経

費としての電気料金が増額となりますが、指定管理者制度移行後の過去７年間平均のオー

トキャンプ場利用件数から収入の面では約13万5,000円の収入増が図られるものでござい

ます。 

 施行期日は、平成25年４月１日からといたします。 

 なお、９ページには条例の新旧対照表を記載しておりますが、別表（第９条、第16条関

係）のオートキャンプ場の項中、使用料、１区画の宿泊、日帰りの金額をそれぞれ改正す

る内容となっております。 

 以上で議案第77号 浦幌町森林公園の管理等に関する条例の一部改正についての説明を

終わらせていただきますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

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、中尾議員。 

〇中尾議員 それでは、指定管理者の関係についてなのですけれども、今の説明ですと、

利用料のアップと今までのオートキャンプの利用者との兼ね合いからすると13万5,000円
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ほどの売り上げが上がってくるという説明だったと思います。それで、結局ここら辺の兼

ね合いです。この20カ所の電気設備をすることによっての要するに最低限の例えば基本料

金とか、そういった部分の経費が見込まれてくると思うのです。ですから、その経費が、

行政で言うところの計算がこの13万5,000円に近いということで収入と支出が大体バラン

スがとれると。これは実際にやってみなければ、この500円のアップというものが町の考え

方ではこれは安いという判断ですから、500円ぐらいのアップであるならばもっともっと利

用者がふえるという計算をしていると思うのです。しかし、実際にふたあけてみないとこ

の500円がどういうような形になってくるのか、このアップ分の経費と電気の設備との兼ね

合いがどうなってくるのかというのはやっぱりやってみなければわからないところはある

と思いますので、多分この辺を踏まえて次年度の指定管理者の指定管理料の部分にも反映

をさせていくのだと思うのです。しかし、あと１年間残っている指定管理の部分について、

売り上げの部分と経費の部分との兼ね合いというものがどのようになっているのかという

こと、この辺をしっかりと説明いただかないと、このままこれをよしとするわけにいかな

いと思うのです。ですから、この辺の経費の部分との兼ね合いの部分の詳細説明を求めた

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、売り上げの部分でございますが、これはただいまも説明したとお

り過去７年間の平均的な利用件数に基づいて考えております。出したのが13万5,000円とい

う話でございます。ただ、経費につきましては、これは１カ所15アンペアというふうな内

容の中で、これが実質５月から10月までの間にオートキャンプ場を利用される方というこ

との中で考えますと、そこまでは電気料金はいかないのではないかというふうな考え方の

中で、ただこれも実際には今中尾議員がおっしゃるとおりどのような使われ方、いわゆる

電化製品をコンセントがあるからといって次々持ってくるものなのか、今までどおり、従

来どおり電源設備はありますよといってもそういうキャンプの方式をとらない方もおりま

す。ですから、ここではそこが13万5,000円と経費として見る部分、電気料がどうなのだと

いうところでは非常に読みにくいというところがございまして、平成25年度につきまして

は様子を見たいということで現在の指定管理者の方とも事前にお話し合いをさせていただ

きまして、そういう中でご了解いただいた中で、やはり電源設備があるということがオー

トキャンプ場にとっての魅力につながるということからも、指定管理者の方については多

分過去７年よりは利用がふえるのではないかなという考え方を持っているようですので、

そういうところできちっとした収支の計算ができているのかと言われると、そうではない

ということになりますが、ただ指定管理者の方には25年度についてはその範囲内でお願い

しますと、指定管理料の変更はいたしませんという形で了解はいただきました。ただ、次

期、平成26年度以降については平成25年度の状況を勘案した中で経費の積算をして、それ

に見合う指定管理料の設定というものをしていかなければならないというふうに考えてお
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りますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 私もこれは実際にやってみて、それは確かに今言うどのぐらい使われるとか、

まずお客さんが来るとかはまだわからないというのは、これはわかりますから、きちっと

した数字が出ないということは理解はできます。しかし、少なくとも最低限の基本料金と

かいう、この20カ所することによって基本料金は最低限このぐらいかかるのだと、それは

わかると思うのです。その基本料金からあとは使用料でプラスされてくるわけですから、

この部分というのはわからないですけれども、最低限の基本料金はここを設定していると、

それと今までの７年間の実績をもってこの13万5,000円とで大体それなりの整合性がとれ

るということであるならば、私は結構だというふうに思うのです。ただ、そこら辺のまだ

まだ不確定要素はありますから、はっきりとしたきちっとした数字が出ないということは

理解できるのですが、しかしこれをやることによっての最低限の基本料金、あとこの電気

の部分も今５月から10月までのと言いますけれども、たしか電気はそんな、では10月で終

わったから10月31日で切って、来年の４月30日まで切っておくという話にはならないはず

なのです。電気というのは、たしかずっとつなげておかなければならないはずなのです、

基本料金的には。使わないから、この部分はやめるというようなことにはならないと思う

のです。ですから、使用はこの部分、売り上げは５月から10月までですけれども、電気の

基本料金というのはあくまでも１年間の基本料金が設定されてくるというふうに私は認識

しております。ちょっと間違っていたら教えていただきたいと思いますが。 

 ですから、そういう部分も含めて最低限の基本料金がこのぐらいかかって、今までの７

年間とで13万5,000円とのある程度の整合性がとれているという、その一番基礎となるベー

スの設定根拠がしっかりとなされていれば、あとは実際にやってみなければわからないと

ころですから、それは実際にこれから１年間見てこの次の指定管理料に反映していくとい

う、これは私もそのとおりの説明で、当然そういう形になるというふうに思っていますの

で、まず私は基礎の部分だけ、多分この辺をきちっとした上で指定管理者もそれを了解し

ているわけですから、ただしこの次の指定管理者は今の指定管理者がそのまま引き継ぐと

は限らないわけですから、そうすると例えばここでマイナスが生じたときに次の指定管理

者、次までいくというのであればいいですけれども、そうではないわけですから、そうす

るとここのマイナス部分だけ今の指定管理者で持てということには、もしマイナスになっ

たとしたらですよ、という話にはなりませんから、様子を見るけれども、もし間違ってマ

イナスが起きたときには町のほうできちっとその辺は手当てをするというようなことであ

るならばいいのですが、あくまでもこれは今回は全部その中で見てくれよということで、

指定管理者もそれでよしとしているわけですから、それをどうのこうのと言えない部分も

あるのかもしれません。私は、新たな取り組みをしていく上ではやはりそういった行政と

しての対応というものは、きちっとそういうマイナスが起きたときの対応というものをし

ていくべきだと思いますし、実際にこれから今回887万2,500円の工事費をかけてこれだけ
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の設備投資をするのですから、当然マイナスになんかならないで、もっともっと利用者が

ふえるということを前提で当然こういう設備投資をしているのですから、私もそういうふ

うにならないと、利用者がふえるだろうというふうには判断をいたしますが、しかしまず

今回１年間の指定管理者の継続期間であるならば、今言う基本料金の部分との兼ね合いと

いうものはしっかりと計算されておくべきであるというふうに思いますし、そのことは私

たちにお知らせをいただきたいというふうに思いますので、いま一度説明を求めます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 基本料金というところでございますが、これにつきましてはいわゆるオ

ートキャンプ場のほうに別メーターをつけると、当然それで基本料金、そして従量電灯料

というふうな形になりますが、これはいわゆるメーター器はつけておりません。というこ

とで森林公園一帯の中の基本料金と、メーター１つということの中で行われております。

そういう中では、基本料金そのものが上がるとか、そういうふうな状況というのは生まれ

ないもの、ただ使った分だけは当然メーターは回りますから、その分はかかるというふう

に考えられます。 

 また、最終的に25年度やった中で利用料金と電気料金のバランス、これの中で大幅な赤

字になったというような状況が生まれたときはどうするのだという話ですが、これについ

ては余り大幅なというふうにはもちろん考えてはいませんし、もちろん指定管理者にも努

力はしていただきます。利用件数が伸びるような形で努力もしていただきますし、またそ

ういうふうな形の広報についても、これは町としてできること、これについてはやはり宣

伝していきたいというふうに思っておりますし、それでそういう中で町が最終的に赤字に

なった分を持つというふうな形の中は現在の指定管理者との間では協議はしておりません

し、当然そういうことはないというふうに考えております。ただ、指定管理者のほうもや

はりそこで大幅な赤字だからということの請求はないというふうに私どもは考えておりま

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。 

 これより議案第77号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第77号は原案のとおり可決されました。 
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 お諮りをいたします。ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時０５分  休憩 

午前１１時２０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１２ 議案第７８号 

〇田村議長 日程第12、議案第78号 地域主権一括法の制定に伴う関係条例の整理に関す

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。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 議案第78号 地域主権一括法の制定に伴う関係条例の整理に

関する条例について。 

 地域主権一括法の制定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。 

 平成24年12月３日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。地域主権一括法の制定に伴う関係条例の整理に関する条

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、別冊議案説明資

料に基づき説明をさせていただきます。議案説明資料10ページをごらんおき願います。初

めに、改正の趣旨でございますけれども、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の

推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成23年法律第105号）の施行により、廃

棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）、下水道法（昭和33年法律第79号）

及び水道法（昭和32年法律第177号）が改正されました。これらの法改正により、これまで

各政省令で全国一律に定められていた一般廃棄物処理施設に設置する技術管理者の基準、

公共下水道の構造の技術上の基準、終末処理場の維持管理に関する基準、水道布設工事監

督者に関する配置基準及び資格基準、水道技術管理者の資格に関する基準等について条例

で定めることとされましたので、関係する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。初めに、条例の構成でございますが、浦幌町一般廃棄物

処理センター等設置及び管理条例の一部改正を第１条とし、浦幌町下水道条例の一部改正

を第２条とし、浦幌町給水条例の一部改正を第３条とし、それに附則をした構成となって

ございます。 
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 ①、浦幌町一般廃棄物処理センター等設置及び管理条例、改正条項第１条関係でござい

ます。第３条に一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格に関する基準を規定するも

のでございます。このことにつきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改

正により、町が設置する一般廃棄物処理施設における技術管理者が有すべき資格について

現行の国の基準を検討した結果、施設の適正な維持管理を図るため技術管理者の資格基準

につきましてはこれまでと同等の知識及び技能を有する者でなければならないと考え、現

行の国の基準を条例に規定し、適用するものでございます。 

 次に、②、浦幌町下水道条例、改正条項第２条関係でございます。第17条に排水施設（下

水を排除するために設けられる排水管、排水渠等の施設）及び処理施設（排水施設に接続

して下水を処理するために設けられる施設）に共通する構造の基準、第18条に排水施設の

構造の基準、第19条に終末処理場の構造の基準、第20条に第17条から第19条までの規定を

除外する事項（非常災害のために必要な応急措置として設置される場合等）、第21条に終末

処理場の維持管理に関する基準を規定するもので、下水道法の一部改正により公共下水道

の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理の基準等について現行の国の基準を検討

した結果、現在に至るまで下水道施設の建設、改築、維持管理において遵守してきた基準

であり、今後も本基準を遵守することで下水道施設等の適正な管理が行えるものと考え、

現行の国の基準を条例に規定し、適用するものでございます。 

 次に、③、浦幌町給水条例、改正条項第３条関係でございます。第40条に水道の布設工

事の施工に関する技術上の監督業務を行う者の配置に関する基準、第41条に水道の布設工

事の施工に関する技術上の監督業務を行う者の資格に関する基準、第42条に水道技術管理

者の資格を規定するもので、水道法の一部改正により水道の布設工事監督者に関する配置

基準、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現行の基準を検討いたしま

した結果、今後も本基準を遵守することで水道施設等の安全を確保できると考えられ、現

行の国の基準を条例に規定し、適用するものでございます。 

 次に、３、施行期日でございますが、平成25年４月１日でございます。 

 関係条例の新旧対照表につきましては、浦幌町一般廃棄物処理センター等設置及び管理

条例は説明資料11ページ、浦幌町下水道条例は説明資料12ページから17ページ、浦幌町給

水条例は説明資料18、19ページにそれぞれ記載してございます。ご参照願えればと思いま

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。 
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 これより議案第78号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第78号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１３ 議案第７９号 

〇田村議長 日程第13、議案第79号 浦幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更につ

いてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 議案第79号 浦幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更

について。 

 過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第６条第７項において準用する同

条第１項の規定により、浦幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部を次のように変更する。 

 平成24年12月３日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。浦幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更。 

 浦幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部を次のように変更する。 

 自立促進施策区分、２、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進、事業名、

（５）電気通信施設等情報化のための施設の変更後の欄に防災行政用無線施設及びその他

を追加し、事業内容に防災行政無線更新事業、北海道総合行政情報ネットワーク事業を追

加するもので、防災行政無線更新事業の事業主体は町で、北海道総合行政情報ネットワー

ク事業は北海道が事業主体となるものでございます。 

 本計画の一部変更にかかわりましては、議案説明資料20ページをもって説明をさせてい

ただきます。１、変更の主な理由でございます。過疎債適用申請事業の追加に伴う事業内

容の追加により、過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項の規定に基づき計画の変更を

行うものでございます。 

 変更の内容でございます。今回の変更につきましては、２件の事業を追加するものでご

ざいます。追加事業の詳細につきましては、次のページ、参考資料、事業計画の一部変更

の表により説明をさせていただきます。自立促進施策区分、２、交通通信体系の整備、情

報化及び地域間交流の促進、事業名（施設名）、（５）電気通信施設等情報化のための施設、

防災行政用無線施設の事業内容、防災行政無線更新事業につきましては、平成24年度に概

算事業費２億8,875万円をもって国庫補助事業により下浦幌から直別の地域までの沿岸に

かかわる津波避難対策として整備を図るもので、具体的に下浦幌、十勝太、昆布刈石、厚

内、直別の各地域に屋外拡声機、モーターサイレン等の整備とあわせまして下浦幌地域等

の一部の地域に戸別受信機を整備するものでございます。 
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 その他の事業内容でございますが、北海道総合行政情報ネットワーク事業につきまして

は、平成24年度概算事業費240万円であり、北海道及びその関係出先機関、各市町村間との

災害時等における通信手段を確保することを目的として設置されているものでございます

が、設備の老朽化に伴い、設備を更新するものでございます。 

 本計画の事業費の総額でございますが、総計の欄におきまして変更前の概算事業費は

56億2,831万1,000円であったものに２億9,115万円を追加し、59億1,946万1,000円に、また

年度別では平成24年度に２億9,115万円を追加し、13億2,721万2,000円となるものでござい

ます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第79号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第79号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１４ 議案第８０号 

〇田村議長 日程第14、議案第80号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 議案第80号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について。 

 浦幌町公の施設の指定管理者を次のとおり指定する。 

 平成24年12月３日提出、浦幌町長。 

 記、１、公の施設の名称及び位置、名称、浦幌町営公衆浴場、位置、十勝郡浦幌町字東

山１番地２。 

 ２、指定管理者の住所及び氏名、十勝郡浦幌町字万年353番地の70、株式会社ユーエム代

表取締役、竹田悦郎。 

 ３、指定期間、平成25年４月１日から平成30年３月31日まで。 

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

議案説明資料22ページをごらんおき願います。１、選定に当たって、浦幌町営公衆浴場の
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指定管理者の選定に当たっては公募を実施し、選定委員会において選定基準に従い、応募

のあった事業者から聞き取り調査を行いながら提案内容等について審査し、町はその結果

を踏まえて選定したものでございます。 

 ２、指定期間について、本町の指定管理者制度運用指針の中で指定期間の標準期間とし

て３年から５年としており、指定期間を延ばす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き管理運営が可能となり、雇用の安定した確保と継続的に安定した管

理運営が図られるという効果が期待されることから指定管理期間を５年間としたものでご

ざいます。 

 次に、指定管理料でございます。平成25年度から29年度の５カ年間で4,236万円でござい

ますけれども、募集要項で示した上限額4,236万円と同額でございます。 

 次に、選定理由でございます。応募事業者が１団体であったため、採点方式による選定

は行わず、選定基準に基づき募集要項や業務仕様書で求める水準を満たしているかなど、

申請事業者が指定管理者候補者として適切か否かを選定委員会において審査した結果、次

の表のとおり全ての審査項目において選定委員会が適切と判断したためでございます。な

お、次の表の説明につきましては省略をさせていただきます。 

 選定委員会におきます補足説明等でございますが、当該事業者は平成19年度から本施設

の指定管理者として適切、安定的に管理運営を行ってきた実績を有していることから、管

理能力を十分有していると認められるものでございます。提案では、現在の施設や管理状

況を把握した中で老朽化が進んでいる施設や機械設備等の日常点検の実施や利用者がいな

いときには小まめに浴槽設備の電源を切るなど節減策が挙げられております。また、敬老

の日無料招待など企画提案もあり、公の施設であるという認識の強さが感じられたととも

に、全ての項目において町が提示した管理業務仕様書の水準を満たす内容の提案が行われ

ているものでございます。これらのことを総合的に勘案した結果、当該事業者が浦幌町営

公衆浴場の指定管理者としてふさわしい事業者であると判断し、指定管理者の候補者に決

定したものでございます。 

 なお、候補者の選定に当たり、選定委員会から次の意見が付されております。１点目と

して、現在の管理状況から施設内外における環境整備、衛生管理は適切に実施されている

と高く評価する。引き続き公衆浴場という施設の性格を踏まえて衛生管理等の徹底に努め

ていただきたい。２点目として、指定管理候補者に実施した聞き取り調査から町内利用者

の固定化が進んでいると推察される。町内における新たな利用者の確保に努めていただく

とともに、浦幌パークゴルフ場や森林公園などの指定管理者や町内で実施されているイベ

ントとの連携を図り、利用者の増加につなげていただきたい。３点目、施設の老朽化も進

んでいることから、町と協力連携し、適切に施設設備の維持修繕を図っていただきたい旨

の３点の意見が付されたものでございます。 

 次に、選定委員会の概要でございます。選定委員会の委員につきましては、副町長を委

員長とし、有識者２名、利用者２名、総務課長、まちづくり政策課長、産業課長の８名で



- 26 - 
 

構成しております。第１回選定委員会を平成24年９月27日木曜日に開催し、公衆浴場に係

る指定管理者の検証、公衆浴場指定管理者の募集要項を審査していただいております。第

２回の選定委員会を平成24年11月19日月曜日に開催し、申請者からの聞き取り調査、意見

交換、候補者の決定をしておりますが、候補者の決定に当たりましては第三セクター、株

式会社ユーエムの役員であります副町長と総務課長の２名には退席の上、まちづくり政策

課長が委員長代理を務め、進めております。また、平成24年９月25日発行の町広報紙10月

号、11月１日には町ホームページによりそれぞれ指定管理者の公募により選定する旨の内

容について掲載、周知を行ってございます。募集要項等の配付期間は10月１日から10月31日

までとし、10月１日から10月19日までの間を質問受け付け期間としておりましたが、この

間に質問についてはありませんでした。10月23日に管理業務等説明会を実施しております。

説明会には１社参加があり、結果として申請書提出期限の11月５日までに申請書の提出が

ありましたのは１社でございました。 

 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。 

 ７番、森議員。 

〇森議員 公の施設の指定管理者の指定ということで、健康湯につきましてはまた来年の

４月から継続されるということで管理料が上がってきたところでもございました。この管

理料4,236万で、私もこの中の詳細を知りたくて資料を要求したのですけれども、私の資料

の出し方がちょっと適切でなかったのかなというふうにも思っております。それで、いた

だいたのですけれども、それぞれ人件費と、また物品費ということで資料をいただいてい

るのですけれども、例えば人件費の中で何人の方が雇用されているのか、またそれぞれ内

訳というのですか、その辺の説明をいただきたいなと思いますけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 ただいまの人件費の関係でございますが、基本的にはもともと委託を

していまして、その中身でずっと継続していたものを指定管理という形になっております

ので、積算の根拠といたしましてはもともと町の賃金単価により積算しております。人数

につきましては、業務に係る管理人１名、８時間ということで、それとそれにつきます補

助、管理人の補助ということで５時間程度、時間が清掃から始まりますので、交代するた

めに５時間程度１名、それと風呂の清掃ですとか、あと側、外の管理ですとか、そういう

方１名、それも５時間程度を見込んでおります。そして、総体的な指定管理の全般的な管

理責任者ということで１日１時間程度見回りをしてもらうという形で一応組んでおりま

す。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、森議員。 

〇森議員 ありがとうございます。 
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 人件費の件で申し上げますと、今までの人件費と今回の人件費ちょっと比較をさせてい

ただきましたら、若干減額しているのかなと、年間的に。その辺の説明をいただきたいと

いうことと利用料金の見込み、単年度に直しますと340万になるのかな、これは今までの利

用料金と全く同じなのですけれども、選定委員の方々からもここにコメントが出ているよ

うに、非常に町内の利用する方が少ないというようなことも出ておりました。今後におい

て留真温泉の兼ね合いもありまして、この辺につきましてはどのような算出と申しますか、

今後考えておられるのか、その辺もお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 人件費につきましては、時間数で若干前回より落ちています。実績に

基づいております。 

 利用収入につきましては、過去３カ年の平均値をとりまして、積算の根拠として収入は

大体このぐらいということで見込んでおります。 

 留真温泉との兼ね合いでございますが、前年実績を見ますとこちらのほうで努力されて

おりますけれども、町の方がやはり向こうへ多少流れているものと思われます。ただ、そ

の中で今年につきましては若干ですけれども、23年の10月と24年、今年の10月を対比しま

すと約140名ほど去年よりはふえている状況でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、森議員。 

〇森議員 私の解釈が悪いのか、例えば年間で利用、健康湯のほうで340万年間見ておりま

すよね。留真温泉のほうも利用客の方々も町内の利用する方が少ないというふうなことも

聞いてございますし、また健康湯のほうもこれから奨励するのにしてもその辺の兼ね合い、

例えば町民の方をこちらのほうに引っ張ると当然この340万というのはできると思うので

すけれども、その辺の留真温泉との兼ね合いということなのですけれども、私の質問の仕

方が悪いのか、その辺のことを説明をいただきたいなというふうに思うのですけれども。 

〇田村議長 答弁調整のために暫時休憩いたします。 

 

午前１１時４８分  休憩 

午前１１時４９分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 副町長。 

〇門馬副町長 今般の指定管理に係る利用料金については、一応340万ということで、先ほ

ど課長が説明いたしましたように過去の実績に基づいて出したということで、問題は去年

若干減ったということでありまして、そこら辺を今後どう見るかということが利用料金の

見込みにかかわるのでございますけれども、この平均の見方として約１万人というような
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状況の中で見込んでおりまして、今年度その状況については先ほど課長が説明しましたよ

うに若干去年と比較してふえてきているというようなことで、下げどまりについては一定

程度おさまってこれから若干ふえてくるのかなということで、そういう状況の中で利用料

金を見込んでいるということでありますので、温泉との関係についてはそれぞれその時々

によって利用される方も温泉に行ったり健康湯を利用されたりというようなことがあろう

かというふうに思いますけれども、健康湯については町民の方については一定程度固定化

しているという状況もありますので、あと町外客の利用の方がその年によってどういうふ

うに伸びるかということが健康湯の場合は大きいのかなということでありまして、去年は

たまたま東日本大震災の関係もあって全体的に観光客の動きが鈍ったというような状況も

ありましたので、今年についてはその辺が戻ってきているという状況もありますので、今

後については利用人数の見込みとしては通常どおり大体戻ってくるのかなというような中

で今回算定したということであります。 

 以上です。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 本当にこれ基本的なことで、私ちょっと質問する時期がずれているかなとは

思うのでありますけれども、指定管理の期間のことをちょっとお伺いしたいと思います。

何でもかんでもといいますか、指定管理は５年ということにこのごろなってきたのであり

ますけれども、今回の施設、老朽化しているということもありまして、私は５年はいかが

なものかなという感じは持っていたのですけれども、そういうことの観点としてこれから

の指定管理をされるここの施設、ここの従業員に対して何でもかんでも５年なのかと、そ

れから物によっては３年にすることはできないのかというふうに考えておるのですけれど

も、ちょっとその辺のことの見解をお伺いしたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 今阿部議員から質問ありました件でございますが、指定管理

期間ということでございますが、基本的には現在３年から５年という中で、ほとんどの施

設が今５年ということになってございます。それにつきましては、やっぱり雇用の確保な

り経営の安定等含めて５年という形にさせてもらってございます。また、今回の健康湯に

つきましては、前期、今につきましては施設の老朽化含めて、あと留真温泉に対する影響

等を考慮した中で３年ということに指定をさせてもらっております。現在も一応３年でご

ざいますが、その辺のこと、今回指定管理するに当たり、町のほうの考え方としては施設

についても整備する考え方もあるということでございますので、そういうことを総合的に

勘案した中では雇用と経営の安定を含めていくと５年ということで今回はさせてもらって

ございます。 

 以上です。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 
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〇阿部議員 対応としてすごく私も理解しているところなのでありますけれども、ただも

う一つ違う観点から挙げさせていただきます。私の個人の考えなのですけれども、こうい

う指定管理者の方たちを育てるという意味からもちまして５年ですと次の方が出てくるま

でにやっぱりなかなかそういう経験といいますか、そういう物事の見方がだんだん弱いの

でないのかなということで、３年ですと３年たったらひょっとしたらもしか自分たちも頑

張って指定管理業務を行えるのでないかという勉強の期間もあるのでないのかなと。私ら

の年齢になりますとそういうスパンが長いとなかなかついていけないものがありますの

で、一応そういうことも関連しながら少し事業の主体によっては、物によってはお考えを

いただけないかなと。無理にとは言いませんけれども、今後検討いただけるかどうかお伺

いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 今の事業の内容とか、それぞれにおいて指定期間を５年とい

う形ではなくて３年なり、その状況において指定をしてはいかがかということかと思いま

すけれども、今までにおきましても新たに始める指定管理を行った施設とかについては３

年なりということを実施してございます。その中で状況を見ながら、次は５年というよう

な形をとらせてもらっていますし、そのことに関して当然町だけでなくて選定委員さんの

ほうにもご意見をいただきながら、募集要項を定めていくときにお話をいただいてござい

ます。その中で今言われましたように、次の方とか事業所が５年であれば先がなかなかと

いうことかと思いますけれども、確かにそれもあろうかと思いますけれども、今現在これ

から指定管理をしていただく事業所のやっぱり安定というものも一つ大事なのかなという

ふうに考えてございますので、その辺についてはご理解を願いたいなと思います。 

 また、全道的に申しますと、今年の４月１日現在で約38％が５年というような状況でご

ざいます。３年が33％ということで、大体３年からやっぱり５年というような指定管理の

状況にもなってございます。 

 以上でございますので、どうぞよろしくお願いします。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 今回応募が１社の中ででありますけれども、ユーエムさんにそのままなった

ということでありますし、選定委員の中にも老朽化した施設をしっかりと管理をしている

ということで、私たちもそのように認識しておりますし、今後もきちっとした管理をして

いただきたいと思いますが、その中においてですが、今説明もありましたけれども、やは

り今後の設備投資というのでしょうか、ボイラー等の更新ということは前から議論になっ

ているところでもあります。ですから、町民に対してなのですけれども、これから５年間

で4,236万円の投資を行っていくと、年に直すと１年間455万円の維持管理があるのだよと

いうことをしっかりと理解していただくと。それプラスこれをきちっとやっていく上に当

たっては、当然町長が５年ということについてはボイラー等の更新もしっかりとやってい
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くということが前提で５年ということになっていると思いますので、やはり今後の設備の

更新、修繕に係るそういった部分についてもいつぐらいにこのぐらいのボイラーをやって、

これは幾らぐらいでというような、そのほかの部分も含めてですけれども、そういった今

後の経費のかかり方の部分についてもやはりしっかりと町民にお知らせをしていく必要が

あるというふうに思いますので、その辺の詳細を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 ただいまの中尾議員の言われたとおり、ボイラーも相当年数がたって

おります。これにつきましては、平成３年の11月稼働よりかわっておりません。それで、

一般的にはボイラーの入れかえの目安といたしまして使用年数が約15年程度、もしくは燃

焼時間が２万時間を目安に入れかえるというような基準というか、そういうのがあります。

その中で今、11月の26日現在で約１万8,348時間稼働しております。その中で町長も９月の

定例会におきまして早い時期にボイラーを入れかえるということでございます。５年間と

いうことでございますので、担当といたしましては25年、新年度予算に計上したいと思っ

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 新年度予算、来年の３月の新年度予算にはこの辺のボイラーのしっかり予算

計上が出てくるということですね。ということは当然だと思うのです、それで。その辺を

踏まえてこの５年間という設定をしているわけですから、私はそのとおりだと思います。

ただ、それによって一応町民については、今回こういう形で契約をするわけですから、指

定管理が選定されたということにあっては、ただボイラーが来年の予算、要するに４月に

すぐ、新年度になったらすぐその更新をすると、それに当たっては今とりあえず何百万は

かかりますよね、これは。例えばそのほかにも、今ボイラーで何百万かかるけれども、当

座この５年間については急なことがない限りはそれ以上の設備投資はかかる今予定はない

のか、もしくは配管等も含めて、プラス今この何百万にまた配管等もろもろやればまた何

百万かかかりますよね。そうすると、一千何百万もかかるとか2,000万かかるとかというよ

うな留真温泉の現状というものもしっかりとお知らせしていく、だから今後の更新という

のでしょうか、修繕の計画、今現在ではボイラーの部分しかないものなのかどうなのかと

いうことも、私はその辺をしっかりとお知らせをいただきたいと思うのです。その上で私

はこの温泉、健康湯は継続していただきたいという思いが強くありましたので、またこの

健康湯があることによって関連施設の相乗効果をもって利用増につなげるということでは

健康湯の利用増にもつながるし、道の駅や森林公園とかいろんな部分での相乗効果がある

というふうに私は思いますから、そういった意味でもこの健康湯というのは私は町にとっ

て必要な施設だと思います。ですから、余計に逆に言ってしっかりと直すものは直した上

で長期的視野に立ってやっていただきたいというふうに思います。ですから、先ほど同僚
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の中からは指定管理も５年は長いのではないかという意見もありましたけれども、私は５

年しっかりやるべきだと思いますし、企業として考えたら３年なんていうのは短過ぎるの

です。やはり５年ぐらいのスパン、５年でもはっきり言って短いぐらいです。５年後この

事業が継続できるかできないかといったら、雇用なんて安定してできないのです。それが

ましてや３年なんていうことになったら、人なんて雇用できませんから、雇用する立場か

らするとそういうことになるのです。ですから、やっぱりこの５年という選定期間は私は

正解だと思いますし、こういう長期の視野に立って私はやっていただきたい。だから、そ

の部分については今ボイラーだとか、長期の視野に立つからこそボイラーのほかにもいろ

んな修繕とか、そういう計画があるものなのかどうなのか、それについては幾らぐらい予

算的な部分を見込んでいるのかとか、やっぱりそういったこともあわせて私はお知らせを

いただきたいと思いますので、説明を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 施設的なものにつきましては、鉄筋コンクリートづくりで一応公衆浴

場用のものにつきましては31年というものがございますので、まだそこまではいっていな

いと思いますけれども、中の設備、機械等につきましてはそれぞれ指定管理の中でやって

もらっていますので、それぞれ協議しながら、必ずしもすぐ壊れるものでもないとか、い

ろいろ使っているうちにそれぞれ補修が生じるものがございますので、その都度協議しな

がらやっていきたいと思っております。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。そういうことであれば、今の説明ですと、当座今かかるもの

は来年度予算でボイラーの更新をきちっとして安定的に経営ができるようにするというこ

の部分、それ以外については指定管理者と、指定管理者も長くやられていますから、実際

健康湯の内情というものを一番よく理解されていると思いますので、その辺は指定管理者

としっかりと協議をした上で状況見ながら対応されていくということだというふうに思い

ますので、その辺は理解をいたしました。 

 ただ、この辺の状況というのは、とまってしまうとまたすぐに対応できない部分という

のがあると思うのです。ボイラーもそうだと思いますけれども、その部分についての打ち

合わせ等、また今回も燃料費とかいろんな部分が出ていますけれども、情勢というものが

本当にわからない状況にありますから、今後もこの辺については指定管理者との意思の疎

通というのでしょうか、状況、ただ任せればいいということではなくて、やはりこの部分

についてはしっかりと行政もかかわった中で対応していっていただきたいというふうに思

いますけれども、最後もう一度お願いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 
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〇小路谷町民課長 ただいまの中尾議員のおっしゃられたとおり、向こう５年間指定管理

をするわけですから、その都度情報を得ながら、協議しながら、改善しなければならない

ところ、修繕しなければならないところは常時情報を得て、その都度ではございますが、

議員の皆さんにご理解をいただきたいと思います。 

 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） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第80号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第80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、暫時休憩いたします。 

 

午後 ０時０４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ます。 

 

    ◎日程第１５ 議案第８１号 

〇田村議長 日程第15、議案第81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。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 議案第81号 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3,740万7,000円を追加し、歳入歳出の
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総額を歳入歳出それぞれ63億9,953万5,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為） 

 第２条 債務負担行為の追加は「第２表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債） 

 第３条 地方債の変更は「第３表 地方債補正」による。 

 平成24年12月３日提出、浦幌町長。 

 次のページをおめくり願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略をさせ

ていただきます。 

 ４ページをおめくり願います。第２表、債務負担行為補正、本債務負担行為補正につき

ましては本定例会におきましてご議決をいただきました議案第80号の指定管理にかかわり

ます管理委託料５カ年間の債務負担行為の内容であります。追加、事項、町営公衆浴場指

定管理委託料、期間、平成25年度から平成29年度、限度額4,236万円。 

 第３表、地方債補正、変更、起債の目的、過疎対策事業、補正前限度額３億8,530万円、

補正後限度額３億8,920万円。過疎対策事業の内容でございますけれども、介護事業運営補

助事業、1,160万円の限度額の補正前でございます。補正後1,550万円、390万円の増でござ

います。このことにつきましては、歳出補正予算11ページの３款民生費、３項老人福祉費、

１目老人福祉総務費の補正にかかわります財源でございます。計、補正前の限度額７億

866万8,000円、補正後の限度額７億1,256万8,000円。起債の方法、利率、償還の方法につ

きましてはいずれも補正前と同じでございます。 

 次のページをおめくり願いたいと思います。歳入歳出補正予算事項別明細書の１の総括

につきましては、省略をさせていただきます。 

 ８ページをごらんおき願います。２、歳入、１款町税、１項町民税、１目個人1,568万

4,000円を追加し、１億8,803万4,000円、１節現年課税分1,568万4,000の追加は、現年課税

分の内容であります。このことにつきましては、税の賦課確定に伴う内容で、説明資料25ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 11款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担金445万4,000円を追加し、１億

2,406万2,000円、２節児童福祉費負担金445万4,000円の増は、認可保育所保育料430万円、

一時保育保育料15万4,000円のそれぞれの増額でございます。入園児数の増加に伴う増額で

ございまして、説明資料28ページから29ページに記載のとおりでございます。 

 13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金650万2,000円を増額し、１億

2,275万2,000円、２節障害者福祉費国庫負担金650万2,000円の増額は、障害介護給付費国

庫負担金の内容で、説明資料27ページに記載のとおり、地域生活支援事業及び障害介護等

給付の内容でございます。 

 ３項委託金、２目民生費委託金31万5,000円を追加し、182万5,000円、１節社会福祉費委



- 34 - 
 

託金31万5,000円の追加は、基礎年金等事務費交付金の内容で、国民年金システムの改修に

伴うもので、説明資料28ページに記載のとおりでございます。 

 14款道支出金、１項道負担金、２目民生費道負担金202万2,000円を増額し、8,448万

7,000円、３節障害者福祉費道負担金325万1,000円の増額は、障害介護給付費道負担金の内

容で、説明資料27ページに記載のとおりでございます。５節後期高齢者医療保険基盤安定

拠出金122万9,000円の更正減、このことにつきましては後期高齢者医療特別会計への繰出

金にかかわる財源でございます。 

 15款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入250万円を追加し、3,593万円、５

節情報通信基盤設備貸付収入250万円の追加は、光伝送路貸付収入でございまして、光ブロ

ードバンド加入増に伴いますＮＴＴからの光ケーブル等の貸付料でございます。説明資料

26ページに記載のとおりでございます。 

 16款１項寄附金、２目指定寄附金203万を追加し、606万1,000円、１節指定寄附金３万円

の追加は、説明資料35ページに記載のとおり、図書購入資金としての指定寄附によるもの

でございます。２節ふるさとづくり寄附金200万の増額につきましては、説明資料25ページ

に記載のとおりでございます。 

 20款１項町債、２目民生債390万円を増額し、1,550万円、１節老人福祉債390万円の増は、

介護事業運営補助事業債の内容であります。過疎債の内容となってございます。 

 次の10ページをおめくり願います。３、歳出、２款総務費、１項総務管理費、１目一般

管理費35万5,000円を増額し、２億9,496万2,000円、４節共済費35万5,000円の増は、地方

公務員災害補償基金負担金で、説明資料25ページに記載のとおりでございます。 

 ７目企画費379万9,000円を増額し、6,372万6,000円、８節報償費105万円の増につきまし

ては、ふるさとづくり寄附に対する記念品でございます。12節役務費24万9,000円の増は、

通信運搬費、記念品の郵送にかかわる増の21万6,000円の増、手数料、クレジットカード利

用手数料にかかわります増が３万3,000円となってございます。15節工事請負費250万円の

増につきましては、光伝送路等移設工事の内容でありまして、８節から15節、いずれも説

明資料26ページに記載のとおりでございます。 

 12目職員厚生費14万5,000円を追加し、1,151万9,000円、９節旅費14万5,000円の増は、

研修旅費の内容で、説明資料26ページに記載のとおり、新規採用職員の研修と滞納プロジ

ェクトの自治体債権管理回収研修にかかわる増額の内容でございます。 

 13目諸費15万円を増額し、4,927万1,000円、19節負担金、補助及び交付金15万円の増は、

浦幌町生活交通ネットワーク計画協議会の負担金で、説明資料27ページに記載のとおり、

公共交通にかかわる検討の協議会の負担金でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費1,490万8,000円を増額し、２億7,965万

7,000円、３節職員手当等４万円の増は、扶養手当２万6,000円、期末勤勉手当１万4,000円

の増でございます。４節共済費2,000円の増は、共済組合納付金の増でございます。13節委

託料18万3,000円の増は、地域生活支援事業業務委託料の増で、説明資料27ページに記載の



- 35 - 
 

とおり、地域生活支援事業における利用者増によるものでございます。20節扶助費1,300万

3,000円、障害介護等給付費でございまして、説明資料27ページに記載のとおり、障がい福

祉サービス利用者増及び重度心身障がい児施設に係る介護給付の内容でございます。28節

繰出金168万円の増は、国民健康保険事業特別会計への繰出金でございます。 

 ２目国民年金事務費31万5,000円を増額し、51万9,000円、13節委託料31万5,000円の増額

は、国民年金適用関係届け書電子媒体化システム改修業務委託料で、説明資料28ページに

記載のとおり、平成25年度からの事務対応に係るものでございます。 

 ７目後期高齢者医療費91万円を増額し、１億1,323万4,000円、19節負担金、補助及び交

付金289万4,000円の増は、療養給付費等負担金でございます。28節繰出金198万4,000円の

更正減は、後期高齢者医療特別会計事務費繰出金34万6,000円、後期高齢者医療特別会計保

険基盤安定繰出金163万8,000円のいずれも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60万円を増額し、1,849万円、８節報償費60万円の

増額は、出産祝金の内容で、説明資料28ページに記載のとおり、出産予定件数の増加見込

みによるものでございます。 

 ３目認可保育園運営費520万8,000円を増額し、１億105万4,000円、７節賃金462万1,000円

の増は、説明資料28ページから29ページに記載のとおり、しらかば保育園におきます２歳

未満の園児数の増加対応及び要支援児童の増加対応によるものでございます。11節需用費

58万7,000円の増額につきましては、消耗品費４万6,000円、修繕料１万5,000円、賄い材料

費52万6,000円のいずれも増額につきましては説明資料28ページから29ページに記載のと

おりでございます。 

 ４目へき地保育所運営費12万8,000円を増額し、3,291万2,000円、19節負担金、補助及び

交付金12万8,000円の増額は、通園費補助金でございまして、説明資料29ページに記載のと

おり、通園費補助対象者の増によるものでございます。 

 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費566万2,000円を増額し、１億6,788万1,000円、19節

負担金、補助及び交付金391万2,000円の増は、通所介護事業運営費補助金361万2,000円、

居宅支援事業運営費補助金30万円、いずれも増額の内容でございまして、説明資料29ペー

ジから30ページにかけて記載のとおりで、介護報酬改定による通所介護利用時間に係る適

用報酬額の引き下げ、介護支援専門員引き継ぎに係る居宅支援事業費の増でございます。

次のページをおめくりいただきたいと思います。28節繰出金175万円の増につきましては、

介護保険特別会計繰出金の内容でございます。 

 ４目老人ホーム費29万4,000円を増額し、１億8,114万9,000円、11節需用費29万4,000円

の増額につきましては、修繕料で、説明資料30ページに記載のとおり、施設内配管等の修

繕に係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25万1,000円を増額し、１億8,518万

2,000円、３節職員手当等21万5,000円の増額につきましては、期末勤勉手当の内容であり

ます。４節共済費３万6,000円の増額につきましては、共済組合納付金の内容でございます。 
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 ３目環境衛生費16万1,000円を増額し、4,005万6,000円、13節委託料９万4,000円の増額

につきましては、火葬業務委託料の増であります。19節負担金、補助及び交付金につきま

しては、６万7,000円の増は町外葬斎場使用料補助金の内容でありまして、委託料、負担金、

補助及び交付金につきましてはいずれも説明資料30ページから31ページにかけて記載のと

おりで、火葬業務にかかわります業者委託件数の増、町外葬斎場の使用料補助対象者の増

によるものでございます。 

 ５目医療対策費40万3,000円を増額し、7,095万1,000円、11節需用費９万7,000円は、修

繕料でございまして、説明資料30ページから31ページにかけての記載のとおりで、浦幌歯

科診療所の診療ユニットの故障修繕によるものでございます。28節繰出金30万6,000円を増

額する内容につきましては、浦幌町立診療所特別会計への繰出金でございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費15万円を増額し、4,836万1,000円、８

節報償費15万円の追加は、報償費の内容でございます。説明資料31ページに記載のとおり、

環太平洋連携協定に係るセミナー開催に要する費用のものでございます。 

 ２項林業費、１目林業総務費209万3,000円を増額し、1,780万2,000円、８節報償費68万

6,000円、11節需用費10万3,000円の増額は、消耗品費４万8,000円、修繕料５万5,000円の

増額であります。13節委託料45万円の増額につきましては、エゾシカ残滓処理委託料でご

ざいます。14節使用料及び賃借料56万9,000円は、機械の借り上げ料の内容であります。18節

備品購入費28万5,000円につきましては、備品購入費の内容で、８節報償費から18節備品購

入費までにつきましてはいずれも説明資料32ページから33ページにかけての記載のとおり

で、有害鳥獣駆除の頭数増の内容によるものでございます。 

 ３項水産業費、２目水産業振興費40万円を増額し、1,791万4,000円、12節役務費40万円

の増額につきましては、漂流物の廃棄物処理増に伴う手数料でございまして、説明資料33ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ８款土木費、４項都市計画費、２目公共下水道費3,000円を減額し、２億2,836万9,000円、

28節繰出金3,000円の更正減は、公共下水道特別会計繰出金でございます。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費30万円を増額し、5,299万7,000円、11節需用費30万円の増

額につきましては、修繕料でございまして、説明資料33ページに記載のとおり、町営住宅

の排水施設の修繕の内容であります。 

 次のページをおめくりいただきたいと思います。９款１項消防費、１目常備消防費61万

3,000円を減額し、２億1,103万5,000円、19節負担金、補助及び交付金61万3,000円の更正

減は、東十勝消防事務組合負担金本部共通費35万5,000円、浦幌消防署費25万8,000円、い

ずれも更正減の内容であります。 

 ２目非常備消防費35万円を増額し、2,538万6,000円、19節負担金、補助及び交付金35万

円の増額につきましては、東十勝消防事務組合負担金浦幌消防団費の内容であります。 

 １目及び２目につきましては、いずれも説明資料34ページに記載のとおりでございます

けれども、参考として16ページをおめくりいただきたいと思います。参考、東十勝消防事
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務組合一般会計予算の浦幌町分の内容であります。２、歳入、１款分担金及び負担金、１

項負担金、１目消防負担金26万3,000円を減額し、２億4,971万6,000円、１節消防負担金26万

3,000円の更正減につきましては、本部共通費35万5,000円の更正減、消防署費25万8,000円

の更正減、この額の合計額につきましては61万3,000円の更正減となりまして、戻りまして

補正予算14ページの１目常備消防費の負担金、補助及び交付金の61万3,000円の更正減の数

字となってございます。また、消防団費につきましては、35万円の増額につきましては同

じく14ページの２目非常備消防費の35万円の追加の内容となるものでございます。 

 ４款繰越金、１項繰越金、１目繰越金107万9,000円を増額し、137万9,000円、１節繰越

金107万9,000円は、前年度繰越金でございます。 

 ３、歳出、２款消防費、１項常備消防費、５目浦幌消防署費82万1,000円を増額し、２億

516万5,000円、３節職員手当等22万8,000円の増につきましては、管理職手当71万3,000円

の増、時間外手当29万円の更正減、児童手当60万5,000円の増、休日勤務手当30万円の更正

減、子ども手当50万円の更正減の内容であります。人事異動に伴う振りかえの内容であり

ます。４節共済費５万3,000円の増につきましては、公務災害補償基金負担金の内容であり

ます。11節需用費40万円の増額については、修繕料の内容であります。18節備品購入費は、

14万円の増額となるものでございます。 

 ２項非常備消防費、４目浦幌消防団費35万円を増額し、2,538万6,000円、11節需用費35万

円の追加は、消耗品費の内容であります。いずれも歳入歳出とも説明資料34ページから35ペ

ージにかけての記載のとおりでございまして、消防署員に係る人件費及び消防車両修理、

事務用パソコンの購入費に係る増額の内容及び消防団員増員によります被服購入費による

追加の内容となっているものでございます。 

 14ページにお戻りいただきたいと思います。10款教育費、４項幼稚園費、１目幼稚園運

営費１万7,000円を減額し、6,977万3,000円、３節職員手当等１万7,000円の更正減は、住

居手当６万5,000円の更正減、通勤手当４万8,000円の増額の内容であります。 

 ５項社会教育費、１目社会教育総務費９万5,000円を増額し、3,294万9,000円、１節報酬

7,000円の増額につきましては、委員報酬の増額であります。９節旅費８万8,000円の増額

につきましては、費用弁償の内容でありますけれども、いずれも１節報酬、９節旅費につ

きましては社会教育委員の今般文部科学大臣表彰が受賞される運びとなりまして、それら

にかかわります報酬及び費用弁償の内容でございます。 

 ２目公民館運営費５万円を増額し、3,090万4,000円、11節需用費５万円の増額につきま

しては、修繕料の内容で、説明資料35ページに記載のとおり、吉野公民館暖房用ボイラー

の修繕にかかわるものでございます。 

 ７目図書館管理費61万8,000円を増額し、4,003万7,000円、７節賃金58万8,000円の増額

につきましては、図書館司書退職に伴います代替臨時職員の内容であります。18節備品購

入費３万円の増額につきましては、指定寄附によります図書購入費の内容でありまして、

それぞれ説明資料35ページに記載のとおりでございます。 
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 ６項保健体育費、１目社会体育総務費59万5,000円を増額し、737万4,000円、19節負担金、

補助及び交付金59万5,000円の増額につきましては、青年等対外競技出場奨励費補助金で、

説明資料36ページに記載のとおり、全道大会出場にかかわるものでございます。 

 ３目給食センター管理費10万円を増額し、9,131万3,000円、11節需用費10万円の増額に

つきましては、修繕料で、説明資料36ページに記載のとおり、暖房用ボイラーの修繕にか

かわる内容となっているものでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ９番、河内議員。 

〇河内議員 ただいま説明を受けた中でご確認をしたいところがありますので、お願いし

たいと思います。 

 10ページ、一般管理費、補正額35万5,000円ということで、共済費の中の地方公務員災害

補償基金負担金ということで計上されているわけですが、この説明書の中、大震災により

被災した地方公務員に対する臨時、特例的な支出である公務員災害補償等の給付と被災地

域の復旧、復興活動に従事している地方公務員に対するメンタルヘルス総合対策事業に充

てるということで説明がされているわけですが、このメンタルヘルス総合対策事業という

ことで、もう少しわかりやすくこのことを説明いただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 地方公務員災害補償基金負担金のただいまご質問につきましてご説明を

させていただきたいと思います。 

 特別負担金につきましては、東日本大震災にかかわる給付のものと、それからただいま

メンタルヘルスというお話がございました東日本大震災関連の公務災害防止事業というこ

とで大きく２つに分かれてございます。このことにつきましては、地方公務員災害補償基

金という基金のいわゆる全国的な組織でございますけれども、その災害補償にかかわりま

す基金に対しての負担金の納入ということになってございます。今般東日本大震災にかか

わりまして大きな被害があった中で、地方公務員もそれぞれ犠牲になられた方も多数おら

れたという中でのいわゆる公務災害の対応として、それにかかわる給付費が72億円、そし

て防止事業として５億円と、合わせて全体で77億円の拠出を図るということがなってござ

いまして、それを全国的に負担金という形で納めるものとなるものでございます。それら

がかかわりまして35万5,000円の負担金という形になったものであります。 

 ただいまご質問ありましたメンタルヘルスにつきましては、公務災害の防止事業という

ことで、重大な公務災害の発生を未然に防止するため、総合的なメンタルヘルスの対策事

業も今後実施するというふうなことでなってございます。詳細については、まだ通知、内

容については届いておりませんけれども、いずれにいたしましても予防に対しても補償の

基金の事務内容として行っていくということが決定された分での通知書の内容となってお
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りますので、それからの負担としての拠出のものでございますので、ご理解いただきたい

と思います。 

〇田村議長 ９番、河内議員。 

〇河内議員 概要について大体掌握できましたが、このメンタルヘルスという言葉を使っ

ていること、このことはやはり精神的なものに対するヘルスケアとか、そういうことのよ

うに理解もできるわけですが、いかがですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問のとおり、おっしゃるとおりでございまして、被災地

域の地方公共団体で復旧事業等に携わる職員の業務について長期にわたった肉体的、精神

的な負担が生じると、これに関して予防的なメンタルヘルスという部分がやはり必要だろ

うということのいわゆる健康管理、安全性対策の必要性を踏まえた中での対策というよう

なことで通知がなされてございます。先ほど申し上げましたとおり、詳細についてはまだ

届いてございませんけれども、いずれにいたしましても精神的な負担もやはり大きな大震

災になったときには負担がかかるということの対応が必要だというような内容となってご

ざいます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ９番、河内議員。 

〇河内議員 それで、関連としてお聞きしますけれども、消防団員、これはある意味特別

地方公務員というのですか、そういう位置づけになると思うのですが、消防団員とか、そ

ういう災害に携わる公的な立場に準じる者に対してこういったメンタルヘルス対策という

ことについてはどういう対応になっているのか、そういうことはまだ公表されていないの

か、その辺についてお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 消防団員にかかわる公務災害の内容ということでの分として肉体的、精

神的な負担に係るものに対する対応はどうかということのご質問だというふうに思いま

す。このことにつきましても、昨年の23年度の資料を持ち合わせてございませんで申しわ

けございませんけれども、23年度の補正予算におきまして消防団にかかわる公務災害の補

償基金の負担金の増額についても補正ということでお願いをし、ご議決をいただいた経過

がございます。その中でもやはり大震災による公務災害の補償という分が大きな財源とし

てもなし得るということでの負担増となるものと、いわゆる時限的な期限が限られたもの

の拠出金ということの説明はさせていただいた経過がございます。そういった中でもやは

り同じような扱いになっていくのではないかというふうに捉えているところでございます

ので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 
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〇中尾議員 ２点ほど質問をいたします。 

 わかりやすいので、説明資料の27ページ、諸費であります。地方バスの路線運行維持対

策事業ということでございまして、新しく協議会を設けるということで、これコミュニテ

ィバスの関係ということで今までも何度か議論をさせていただいたところでもございま

す。それに当たって今補正ということでこの時期に15万円の補正が上がってくるというこ

とは、今年度中にこういう協議会を設けた上でコミュニティバスの運行に向けていくとい

う取り組みのまず第一歩だろうというふうに思いますが、その運行については取り組みま

すということは前回でも私は聞いておりますので、それはいいのですが、今回こういう形

でまず15万円予算計上されておりますけれども、今後のスケジュール的にどういうような

スケジュールで運行まで持っていくというような、実際の運行については26年度というよ

うに伺っているというふうに記憶してございますけれども、今後のスケジュール的な部分

について詳細を説明を求めたいと思います。 

 それと、もう一点でございます。説明資料の31ページの農業振興費のＴＰＰのセミナー

でございます。ＴＰＰについては、賛成、反対、いろいろなご意見もあろうかと思います

し、浦幌町においては町長もしっかりと反対を表明されておるわけでございますから、町

が主催をしながら、農協さんと主催をしながら行うセミナーでございますから、しっかり

と反対の意思表示をまたここで改めてされるのかなという気がいたしますけれども、しか

し私は今選挙も急にこういう形で選挙になりましたので、急な話でもありましたから、や

むを得ない部分もあるのかなと思いますが、しかし１月の27日にこのセミナーをやるには

ちょっと時期を逸しているのではないかなと。１月の27日に改めてもともとの５万円のも

のを15万円も補正して20万円の予算を組んでセミナーを開いて、それをして町民にＴＰＰ

の状況というものを現状を把握して、それで何がどうなるのかなというような、私はその

意味合いがいま一つ理解ができません。これが選挙の前だよということであるならば、し

っかりとその辺を認識した上で選挙に当たっていただいて判断をしていただくということ

でしょうけれども、年内に選挙の結果が出てしまいますから、そうすると浦幌だけではな

く国民全体のＴＰＰに対するある一定の方向性というものが見えてくるわけですから、そ

の後をもってまた補正を組んでまでこのセミナーをやるというのには私はちょっと時期を

逸しているのではないかなというような気がいたしますので、ここに１月27日にこの補正

を組んでまで、５万円のものを20万円にしてまでセミナーを開くという意義を説明をいた

だきたいと思います。この２点お願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 私のほうから諸費の地方バス路線運行維持対策事業に関する

負担金について説明をさせていただきます。 

 今議員から説明ありましたように、コミュニティバス含めて検討するということに伴う

負担金の増でございます。今までもいろいろな質問等受けた中で説明をさせていただいて
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おりますが、今年度においてまず関係する課が打ち合わせをしながら協議会設立に向けて

進んでいきますよということのお話をさせていただいたと思います。今回国の要綱等に基

づきまして協議会を設置したいということでございます。この協議会につきましては、当

然来年度以降計画を策定するに当たって協議会が事業主体でなければ補助金がもらえない

という現状がありますので、どうしても協議会は設置していかなければならないと、協議

会の構成につきましても国の要綱等に沿った中で設置をするという考えでございます。そ

れで、協議会につきましては、今のところ遅くとも２月の上旬には開催をしたいというふ

うに考えてございます。と申しますのは、先ほど言いましたように協議会が事業主体とい

うことになりますので、２月には国のほうに来年度の計画を上げていかなければならない

ということになりますので、２月には第１回の協議会をやりたいというふうに考えてござ

います。その後のスケジュールでございますが、来年度、来年の４月以降でございますが、

６月と９月、12月、３月と約４回の協議会を予定してございます。また、あわせまして実

証試験については10月、11月と無償、有償の２回の運行試験を考えてございます。その間

当然その計画に関する業務委託なり、いろいろな業務が出てきますけれども、その結果の

中で、今までも説明しているとおり、コミバスありきではなくて、あくまで浦幌町におけ

る公共交通のあり方を含めて検討するということでございますので、今現在スクールバス、

患者輸送バス、留真温泉、また本別浦幌生活維持路線が走ってございますので、その辺と

の兼ね合いも全て検討しながら最終的な結論を来年度中に出していきたいということでご

ざいます。それで、その中でコミバスをもし走らすとなれば、26年度の秋に運行を予定す

るというようなスケジュールを考えてございます。ただ、それはあくまで来年度検討した

結果によるものでございますので、今はコミバスを運行した場合というふうに26年度の秋

というのは理解をしていただきたいなと思います。それで、当然来年度以降の予算に関連

しましてもあくまで協議会が事業主体となりますので、補助金を受けるにしても協議会に

直接補助金が国のほうから入ってくるということでございますので、コミバスの実証試験

については補助金がございませんので、それについては町が負担をしていくということに

なろうかと思いますけれども、計画策定に関しては100％補助において協議会でやっていく

ということになろうと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 産業課長。 

〇亀山産業課長 今の中尾議員からのご質問は、選挙の結果が出てしまえば、１月27日に

やるセミナーの意味は薄れるのではないかというお尋ねでございますが、私どもとしては

そのようには決して考えておりませんで、やはり町内の各団体、町議会を初めこれからお

願いをするわけですが、各産業団体、そして消費者団体を初め町民各層にわたってご後援

をいただきながら町民の広範囲な集まりを持った中で、一部の人々の短期的な利益のため

に短絡的な流れを許せば、日本の将来にとって取り返しのつかないことになるのだと、大

きな禍根を残すことになるのだということについて町民の皆さんに広く知っていただく
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と、そのためにも町民の生活にあらゆる分野に影響が及ぶのですよということのためのセ

ミナーを開いて普及啓蒙を図っていきたいと。反ＴＰＰということの中での流れの中で、

これは政権がどのような方向に行こうともやはり町民の生活に大きな影響を与えるものな

のだということの理解をしていただきたいというふうに考えておりまして、大学教授の先

生の日程のこともありますので、早い段階で日程を押さえさせていただき、そしてこの報

償費についても補正予算の締め切りもございますので、そういうことからその後でそうい

うふうな選挙の流れはありましたけれども、そのようなことで私どもとしては考えており

まして、やはり町民の皆さんによく知っていただく、この制度の中身を知っていただきた

いなということの思いでセミナーを実施するものであります。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 まず、バスの関係でございますけれども、今本当に詳しく説明をいただきま

したので、今後のこれからの流れというものも十分理解もできましたし、協議会の開催も

４回ということでありますから、その流れも十分理解もできました。その補助主体が協議

会ということでありますから、そのためにも今年度中に協議会も設立をしていくのだとい

う説明も十分に理解ができました。ただ、その中で運行実証試験については補助金が出な

いのだということでありましたから、それも全部出るのかなという気がしていましたけれ

ども、結局この部分についてはどちらにしても単費で町が独自で出さなければならないの

であれば、それであれば私は実証試験をした上で協議会にいろいろ諮っていくとまたもっ

とスムーズな協議ができたのかなというような気がいたしましたけれども、それは今さら

言ってもという部分もございますので、あれですけれども、しかしこういった協議の中で

やっていただくということがここの説明資料の中にも書いてもございますけれども、やは

り交通弱者の足の確保という部分と、また市街地地域の活性化という部分については、私

もこれは絶対に欠かせないだろうし、実際に十勝においても各町村いろんな部分でこうい

う実証試験をやっているというのがよく新聞にも報道にも出ておりますけれども、私はこ

れは欠かせない部分だと思います。 

 ただ、あと１点この部分で確認をしておきたいのがこの構成員でございます。あと、北

海道の運輸局、これはわかります。それとあと北海道、この道という部分の意味合い、ま

た関係する交通事業者というのは今受けている指定管理者の部分なのかなという気がいた

しますし、あと町民の代表者という、やはりこういうちょっと特殊な部分がありますから、

この辺の構成の部分についてはどういうような人選をもって今後のこの部分に当たってい

くのかということを最後に、この流れ的なものは先ほどの説明で十分よくわかりました。

あとは、このことをしっかりと議論していく構成メンバーについていま一度説明を最後に

求めたいと思います。 

 また、農業部分の農業振興費のＴＰＰセミナー、今説明いただいたように、これは基本

的に考え方の違いもございますので、選挙の結果がどうなろうともやはりこの十勝、浦幌

としてしっかりとＴＰＰには反対をしていく部分で、ただ反対だけしていても私はこの流
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れというのは一切変わらないと思うし、ただ政権が決まったことによってただ反対だけで

はなくてやっぱりきちっとした条件的な部分だとかいろんな部分が出てくると思うので

す。 

 あと、もう一つ、私はこのセミナーを町民が理解をして、町民がではその理解した形を

どういうふうに、町民がそれを理解したことをではどうするのかなといったときに、どう

も形が見えてこないなというような、町民が理解してもそのことをああ、そうだなと、こ

れはまずいことなのだなということを理解したことを形にあらわすとすると、やっぱり選

挙以外ないのではないかなと、私はそんなように感じていたものですから、そうするとな

かなかこういうことでセミナーをして、それで実際に理解していただいても町民が、各団

体は別として、町民がこのことを理解した、その理解したということの意思表示をするも

のをどういう形でとるのかなというような気がいたしましたので、今説明を求めたところ

であります。ただ、今言われたように今後もしっかりと地域として反対をしていく上では、

やっぱり一人でも多くの町民の皆さんにそういうことを理解していただかないと、なかな

か反対にもならないという今の説明も理解はできます。しかし、補助を使ってやるという

部分においては、やっぱりこのことが町民に対して、町民がこれを理解した上でではどう

するのですかという部分が、選挙終わった後で町民がそれをどうするのだということにつ

いてはいま一つ私は釈然としないところがあったものですから、質問させていただきまし

たので、その部分の町民がではどうすればいいのだという部分についていま一度見解をお

聞かせをいただきたいと思います。この２点お願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 私のほうから１点目の協議会の構成の関係でございますが、

これにつきましては国のほうの要綱である程度決まってございます。その中で一応うちの

ほうとしてはまだ案の段階でございますが、16名ほどを予定してございます。まず、国の

ほうの要綱の中ではやっぱり都道府県、市町村は当然ということになってございます。そ

のほか、交通事業者または交通施設管理者等というふうになっています。交通事業者につ

いては、今現在４社ほど町内に事務所なりある交通関係をやっている事業者については考

えてございます。また、そのほか公共交通ですから鉄道等もございますので、その辺につ

いても、ちょっと詳しく個別の名称は避けさせてもらいますが、鉄道関係についても考え

てございますし、当然交通施設、道路を管理している北海道についても別の部分でお願い

をするというような形を考えてございます。また、当然ここの主体となります北海道運輸

局の帯広支局については委員にお願いをするような形になろうかと思いますし、あと学識

経験者ということで、これにつきましては今現在大学の先生にお願いをしたいというふう

に考えてございます。あと、交通事故、交通違反という部分で警察の方、そのほか、それ

以外は町内になりますけれども、商工事業関係の方、また女性の方、また市街地区なり行

政区関係の方、また当然その足を確保するという意味で老人クラブ、また障がい者団体等
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を今現在考えてございます。それを含めて今現在16名で構成をしたいというふうに考えて

ございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 産業課長。 

〇亀山産業課長 セミナーに参加してその町民の意思表示をどうしていくのかということ

のお尋ねでございますが、これはやはり意識を高めていただいた上で各産業団体等が系統

で今後考えられるのが、国がそのような方向で進む場合には署名活動等をもって反対の行

動を起こしていくことになるのではないかというふうに考えます。そのようなときに町民

の皆さんにもご理解を示していただきながら、反対のための署名活動に加わっていただけ

るようなことになっていくのかと。具体的な行動といいましても、そこまでかなというふ

うに思います。皆さんが実際に東京行って座り込みするわけにいかないわけですから、た

だ浦幌町としてそういうふうな意思を、町民の意思を反映できる機会といえば署名活動と

いうふうになろうかと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第81号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第81号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１６ 議案第８２号 

〇田村議長 日程第16、議案第82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 18ページをお開きください。議案第82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978万円を追加し、歳入歳出の総額を歳
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入歳出それぞれ９億5,313万3,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成24年12月３日提出、浦幌町長。 

 19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。 

 20ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましても省略させていただ

きます。 

 今回の補正予算につきましては、退職被保険者等の療養給付費、高額療養費の増により

ます補正と出産予定者の増によります出産育児一時金の補正が主なものでございます。 

 21ページをごらんください。２、歳入、３款１項１目療養給付費等交付金810万円を追加

し、3,731万8,000円、１節現年度分810万円の追加、療養給付費等交付金810万円の追加。 

 ８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金168万円を追加し、6,014万4,000円、

３節その他一般会計繰入金168万円の追加でございます。 

 22ページをごらんください。３、歳出、２款保険給付費、１項療養諸費、２目退職被保

険者等療養給付費560万円を追加し、3,200万円、19節負担金、補助及び交付金560万円の追

加、退職被保険者等療養給付費保険者負担金560万円の追加。 

 ２項高額療養費、２目退職被保険者等高額療養費250万円を追加し、810万円、19節負担

金、補助及び交付金250万円の追加、退職被保険者等高額療養費払い250万円の追加。 

 ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金168万円を追加し、798万円、19節負担金、補助

及び交付金168万円の追加、出産育児一時金168万円の追加。この出産育児一時金につきま

しては、当初15名で計上しておりましたが、今後の出産予定者を含めまして19名となる見

込みでございますので、４名分を追加するものです。 

 補正予算の内容につきましては、説明資料37ページに記載のとおりです。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第82号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第82号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８３号 

〇田村議長 日程第17、議案第83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 23ページをごらんください。議案第83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４回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ198万4,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ7,525万6,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成24年12月３日提出、浦幌町長。 

 24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。 

 25ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましても省略させていただ

きます。 

 今回の補正予算につきましては、平成24年度後期高齢者医療広域連合納付金の共通経費

分、保険基盤安定分の確定に伴います補正でございます。 

 26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198万4,000円を減額し、3,157万8,000円、１節事務費繰入金34万6,000円の減額、２

節保険基盤安定繰入金163万8,000円の減額。 

 ３、歳出、２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金198万4,000円を減額し、6,864万

6,000円、19節負担金、補助及び交付金198万4,000円の減額、後期高齢者医療広域連合納付

金198万4,000円の減額でございます。 

 補正の内容につきましては、説明資料38ページに記載のとおりです。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第83号を採決いたします。 

 本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 起立全員であります。 

 よって、議案第83号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１８ 議案第８４号 

〇田村議長 日程第18、議案第84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 27ページをごらんください。議案第84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４回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,497万1,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ６億3,777万円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成24年12月３日提出、浦幌町長。 

 28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。 

 29ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきまして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、介護サービス等の執行見込みによります補正と北海道

の介護保険財政安定化基金の交付に伴います補正が主なものでございます。 

 30ページをごらんください。２、歳入、２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給

付費負担金190万円を追加し、9,881万9,000円、１節現年度分190万円の追加、介護給付費

国庫負担金190万円の追加。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金130万2,000円を追加し、5,230万8,000円、１節調整交

付金130万2,000円の追加。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金265万円を追加し、8,723万8,000円、

１節現年度分265万円の追加、介護給付費道負担金265万円の追加。 

 ２項財政安定化基金支出金、１目交付金574万5,000円を追加し、574万7,000円、１節交

付金574万5,000円の追加、財政安定基金交付金574万5,000円の追加。 

 ４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金406万円を追加し、１億6,417万円、１

節現年度分406万円の追加、介護給付費交付金406万円の追加。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金175万円を追加し、１億2,661万

2,000円、１節介護給付費繰入金175万円の追加。 
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 ２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金243万6,000円を減額し、ゼロ、１節介護給

付費準備基金繰入金243万6,000円の減額でございます。 

 32ページをごらんください。３、歳出、２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、２

目居宅介護サービス等計画給付費900万円を減額し、1,957万6,000円、19節負担金、補助及

び交付金900万円の減額、居宅介護サービス等計画給付費保険者負担金900万円の減額。 

 ３目地域密着型介護サービス等給付費300万円を追加し、１億78万円、19節負担金、補助

及び交付金300万円の追加、地域密着型介護サービス等給付費保険者負担金300万円の追加。 

 ４目施設介護サービス等給付費1,800万円を追加し、２億3,853万5,000円、19節負担金、

補助及び交付金1,800万円の追加、施設介護サービス等給付費保険者負担金1,800万円の追

加。 

 ２項１目高額介護サービス等費200万円を追加し、1,330万円、19節負担金、補助及び交

付金200万円の追加、高額介護サービス等費負担金200万円の追加。 

 ５款１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金97万1,000円を追加し、103万

1,000円、25節積立金97万1,000円の追加、介護給付費準備基金積立金97万1,000円の追加で

ございます。 

 補正予算の内容につきましては、説明資料39ページに記載のとおりです。 

 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84号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第84号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１９ 議案第８５号 

〇田村議長 日程第19、議案第85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 33ページをごらんいただきます。議案第85号 平成24年度浦幌町浦

幌町立診療所特別会計補正予算。 
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 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30万6,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ２億4,519万1,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成24年12月３日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんください。第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 35ページをごらんください。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。 

 今回の補正の主な内容は、給水管系統の設備の修理及び手術再開に伴う医療機器の点検、

修理に伴う経費の追加補正の内容でございます。 

 36ページをごらんいただきます。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30万6,000円を追加し、6,147万6,000円、１節一般会計繰入金30万6,000円の追

加、一般会計からの繰入金でございます。 

 ３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費15万円を追加し、4,555万円、11節需用

費15万円の追加、修繕料の内容でございます。 

 ２目医業費15万6,000円を追加し、１億9,959万1,000円、３節職員手当等ゼロ、人件費の

組み替えでございます。11節需用費15万6,000円の追加、修繕料の内容でございます。 

 詳しい内容につきましては、説明資料40ページに記載のとおりでございます。 

 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85号の採決をいたします。 

 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85号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２０ 議案第８６号 

〇田村議長 日程第20、議案第86号 平成24年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算を議
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題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 37ページをごらん願います。議案第86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３回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,000円を減額し、歳入歳出の総額を

歳入歳出それぞれ３億6,477万4,000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12月３日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 次のページの歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括は省略させていただきます。 

 40ページをお開き願います。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3,000円を減額し、２億2,836万9,000円、一般会計繰入金の更正減でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、２項施設管理費、２目処理場管理費57万2,000円を追加し、2,678万

円、11節需用費57万2,000円の追加、光熱水費57万2,000円につきましては、説明資料41ペ

ージに記載の流入量と汚泥処理量の増加に伴うものでございます。 

 ２款事業費、１項１目下水道建設費57万5,000円を減額し、8,078万7,000円、13節委託料

57万5,000円の更正減につきましては、説明資料41ページに記載の終末処理場更新機器調査

確定に伴う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86号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第86号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２１ 議案第８７号 
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〇田村議長 日程第21、議案第87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 41ページをごらん願います。議案第87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86万6,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ４億8,235万4,000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12月３日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 次のページの歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括は省略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、６款諸収入、２項１目雑入86万6,000円を追加

し、86万8,000円、２節仮払消費税還付金86万6,000円は、消費税確定申告に伴う還付金の

追加でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、２目施設管理費86万6,000円を追加し、7,485万

8,000円、11節需用費167万円の追加、光熱水費107万円、施設管理修繕料60万円につきまし

ては、説明資料42ページに記載の配水量の増加に伴う電気料と吉野配水池流入弁の修繕に

係るものでございます。12節役務費110万4,000円の更正減、手数料110万4,000円につきま

しては汚泥産廃処理料の減によるものでございます。14節使用料及び賃借料30万円の追加、

機械借り上げ料30万円につきましては説明資料42ページに記載の浄水場取水施設の土砂撤

去に係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します。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第87号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 
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 よって、議案第87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４日から12月８日までの５日間、議事の都合により休会とし、

12月９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、あす４日から12月８日までの５日間、議事の都合により休会とし、12月９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。 

 

    ◎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１０分 


