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令和元年第２回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

令和元年６月１０日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 ３時４１分 

 

〇議事日程 

 日程第 １ 議会運営委員長報告 

 日程第 ２ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ３ 会期の決定 

 日程第 ４ 諸般の報告（議長） 

 日程第 ５ 行政報告（町長、教育長） 

 日程第 ６ 報告第 ２号 株式会社ユーエム経営状況等報告について 

 日程第 ７ 報告第 ３号 平成３０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 ８ 令和元年度町政執行方針 

 日程第 ９ 令和元年度教育行政執行方針 

 日程第１０ 議案第３３号 浦幌町森林環境譲与税基金条例の制定について 

 日程第１１ 議案第３４号 浦幌町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に 

              ついて 

 日程第１２ 議案第３５号 浦幌町税条例等の一部を改正する条例の一部改正について 

 日程第１３ 議案第３６号 浦幌町国民健康保険税条例の一部改正について 

 日程第１４ 議案第３７号 浦幌町立学校設置条例の一部改正について 

 日程第１５ 議案第３８号 浦幌町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基 

準を定める条例の一部改正について 

 日程第１６ 議案第３９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１７ 議案第４０号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

 日程第１８ 議案第４１号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

 日程第１９ 議案第４２号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につい 

              て 

 日程第２０ 議案第４３号 令和元年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第２１ 議案第４４号 令和元年度浦幌町町有林野特別会計補正予算 

 日程第２２ 議案第４５号 令和元年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算 

 日程第２３ 議案第４６号 令和元年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第２４ 議案第４７号 令和元年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算 

 日程第２５ 議案第４８号 令和元年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算 

 日程第２６ 議案第４９号 令和元年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算 



－ 2 － 

 日程第２７ 議案第５０号 令和元年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 日程第２８ 同意第 ５号 浦幌町公平委員会委員の選任につき同意を求めることにつ 

              いて 

 日程第２９ 同意第 ６号 浦幌町公平委員会委員の選任につき同意を求めることにつ 

              いて 

 日程第３０ 同意第 ７号 浦幌町公平委員会委員の選任につき同意を求めることにつ 

              いて 

 日程第３１ 同意第 ８号 浦幌町監査委員の選任につき同意を求めることについて 

 

〇出席議員（１１名） 

    １番  沼  尾  昌  也     ２番  栗  山  博  文 

    ３番  高  橋     匠     ４番  伊  藤  光  一 

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

    ７番  福  原  仁  子     ８番  河  内  富  喜 

    ９番  阿  部     優    １０番  森     秀  幸 

   １１番  田  村  寛  邦 

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇出席説明員 

    特 別 職 

     町    長   水  澤  一  廣 

     副  町  長   山  本  輝  男 

 

    町 部 局 

     総 務 課 長   獅 子 原  将  文 

     ま ち づ く り 政 策 課 長   副 町 長 兼 務 

          町 民 課 長      鈴  木     広 

     保健福祉課長   廣  富  直  樹 

          産 業 課 長      岡  崎  史  彦 

     施 設 課 長   小  川  博  也 

     上浦幌支所長   山  本  浩  宣 

     会 計 管 理 者   正  保     操 

          診療所事務長      新  川  寿  雄 

 

    教育委員会 
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          教  育  長      久  門  好  行 

     教 育 次 長   熊  谷  晴  裕 

 

    農業委員会 

     会    長   小  川  博  幸 

          事 務 局 長      坂  下  利  行 

 

    監 査 委 員 

     代表監査委員   神  谷  敏  昭（同意第８号退席） 

 

〇出席議会事務局職員 

     局    長   小  島  師  紀 

     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11名です。 

 定足数に達しておりますので、本日をもって招集されました令和元年第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。 

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

いたします。 

 

    ◎議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 安藤委員長。 

〇安藤議会運営委員長 議会運営委員長報告をいたします。 

 令和元年５月27日をもって招集されました令和元年第２回浦幌町議会定例会の運営につ

いて、去る６月３日に開催した議会運営委員会の審議結果について報告します。 

 本定例会における議案は、町長提出として報告２件、一般議案10件、令和元年度各会計

補正予算８件、同意４件であり、議会提出は発議、発委等でございます。以上の内容を踏

まえ、会期は本日から６月18日までの９日間でお願いします。また、一般質問につきまし

ては、その通告を明日11日午後３時までとし、６月17日に行うこととさせていただきまし

た。 

  次に、本日の会議は、議長の議事日程表のとおり、諸般の報告、行政報告に続き、報

告第２号及び第３号の２件、一般議案、第33号から第42号までの10件、令和元年度一般会

計ほか各特別会計補正予算として議案第43号から第50号までの８件、同意第５号から第８

号までの４件の審議を予定しております。 

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

おります。 

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

うよろしくお願いします。 

 以上で議会運営委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 会議録署名議員の指名 

〇田村議長 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期会議録の署名議員は、会議規則第126条の規定により、３番、高橋匠議員、４番、伊



－ 5 － 

藤光一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９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９日間と決定をいたしました。 

 

    ◎日程第４ 諸般の報告 

〇田村議長 日程第４、諸般の報告を事務局長より行わせます。 

〇小島議会事務局長 諸般の報告をいたします。 

 今期議会の説明員につきましては、令和元年５月27日付で町長並びに教育委員会教育長、

農業委員会会長、代表監査委員に出席の要求をしております。 

 次に、令和元年５月20日から令和元年６月９日までの１の議長等の動静及び２の議長が

決定した議員の派遣結果報告につきましては、お手元に配付のとおりでありますので、ご

らん願います。 

 ３のその他については、特に報告すべき事項はございません。 

 次に、監査委員から提出のあった平成30年度２月分から平成30年度４月分及び平成31年

度４月分の例月出納検査報告につきましては、事前に配付しておりますので、ご了承願い

ます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

〇田村議長 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第５ 行政報告 

〇田村議長 日程第５、行政報告を許します。 

 町長。 

〇水澤町長 行政報告を行います。 

 令和元年５月20日から令和元年６月９日までの町長等の動静につきましては、お手元に

配付のとおりでありますので、ごらんおきを願いたいと思います。 

 ２の建設工事入札結果につきましては、交付金事業北栄２条通改良工事ほか８件であり

ます。 

 ３の委託業務入札結果につきましては、交付金事業北栄２条通調査測量設計委託業務ほ

か４件であります。 

 ４のその他につきまして報告をさせていただきます。国民健康保険税賦課事務及び上下
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水道使用料徴収事務に関する不適切な事務処理について報告いたします。 

 初めに、国民健康保険税賦課事務についてでありますが、国民健康保険は被保険者資格

の取得及び喪失があったとき、必要な事項を届け出ていただき、その都度国民健康保険税

の更正等の計算を行うことになっています。本来であれば、届け出の翌月には計算等を行

い、更正増等のときは変更後の納税通知書を送付し、更正減により還付すべき税額があっ

た場合は速やかに還付金等の支払いをすることになっています。このたび繁忙により、平

成31年１月以降の還付金等に係る事務処理がおくれてしまったため、41世帯の方々の還付

金の支払いがおくれが生じ、そのうち４世帯について加算金が発生したところであります。

なお、全ての還付金等については、出納閉鎖期間の５月29日には口座振り込みが完了して

います。 

 次に、上下水道料徴収事務についてでありますが、上下水道使用料については生活保護

世帯などの低所得者を対象として減免措置を講ずることが浦幌町給水条例及び浦幌町下水

道条例に定められており、減免措置を適用するには申請書を提出していただき、世帯状況

調査後、要件に該当する世帯について適用することとしております。今回の案件は、転居

に伴う水道料金システムへの入力作業により判明したもので、減免申請の提出がなく、減

免の決定を行っていない世帯に対し減免世帯として料金を賦課しており、水道料金システ

ムの登録内容と減免申請書及び決定書の照合を行ったところ、４世帯に対する同様の不適

切な事務処理が判明しました。平成18年７月から令和元年５月までの賦課で４世帯の累計

減免額は25万3,446円になりますが、減免した使用料につきましては水道使用料については

２年間、下水道使用料については５年間で債権が消滅時効となることから、時効分を差し

引いた７万1,040円を追加徴収するものでございます。４世帯に対しては、既に口頭でおわ

び申し上げるとともに、内容を説明しておりますが、今後改めて文書を持参の上、上下水

道使用料の納付についてお願いしてます。 

 また、水道使用料において家庭用とすべき用途区分を鑑賞または臨時用と誤っていたこ

とにより、平成25年１月から平成31年３月までの賦課で１世帯24万8,390円を過大徴収して

いたことが判明しました。平成30年度過大徴収分については、当該年度歳入より還付措置

を行い、過年度分の20万1,560円については過年度還付措置をとることから、本定例会にお

ける簡易水道特別会計補正予算に不足分を計上させていただいております。 

 このたびの不適切な事務処理により町民の皆様にご迷惑をおかけしたことは、深くおわ

びを申し上げるところであります。今後は、再発防止に向け、事務処理体制の改善を図る

とともに、職員へ指導監督を徹底してまいります。 

 以上、国民健康保険税賦課事務及び上下水道使用料徴収事務に関する不適切な事務処理

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 教育長。 

〇久門教育長 教育委員会事務局職員による不祥事について報告いたします。 
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 このたび教育委員会事務局職員が勤務を要しない週休日の６月３日月曜日17時15分ご

ろ、幕別町札内共栄町の国道38号で父親名義の軽トラックを運転中に交差点を右折しよう

としていた乗用車に追突する事故を起こしました。通報を受けて帯広警察署署員が現場に

駆けつけたところ、職員から酒のにおいがし、呼気から基準値を上回るアルコールが検出

されたため、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。追突された乗用車には運転手

の女性しか乗っておらず、現在職場に通いながらむち打ち症の通院治療を受けております。

職員にけがはありませんでした。 

 酒気帯び運転は絶対にやってはいけないことであり、常日ごろから職員には交通ルール

の遵守を徹底してまいりましたが、このような事故を起こしてしまい、町民及び関係者の

皆様に対し、大変申しわけなく、心からおわびを申し上げます。職員の処分については、

６月６日に開催された浦幌町職員分限懲戒等審査委員会において懲戒免職が相当との意見

を受け、６月８日に開催された教育委員会において決定し、同日付で懲戒免職としたとこ

ろです。 

 けがをされた女性の一日も早いご快復を願いますとともに、職員一人一人がこのたびの

交通事故、違反を重く受けとめ、今後こうしたことを二度と起こさないよう、組織的、継

続的な取り組みを一層強め、町民の皆様への信頼回復に全力で取り組んでまいります。 

 以上、教育委員会事務局職員による不祥事についての報告といたします。 

〇田村議長 これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第６ 報告第２号 

〇田村議長 日程第６、報告第２号 株式会社ユーエム経営状況等報告について議題とい

たします。 

 提出者からの報告を求めます。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 議案書の１ページをごらんください。報告第２号 株式会社ユーエム経

営状況等報告について。 

 地方自治法第243条の３第２項の規定により、株式会社ユーエムの平成30年度決算及び令

和元年度事業計画を次のとおり報告する。 

 令和元年６月10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30年４月１日から平成31年３月31日

まで。 

 １、平成31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。 

 （２）所在地、浦幌町字万年353番地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。 
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 （５）事業内容、①、浦幌町の委託事業、一般廃棄物処理施設を含め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）従業員の状況でございますが、男性22名、女性11名、合計33名で、そのほか専務

１名となっております。 

 次のページをごらんください。２、事業の概況につきましては、（１）委託事業について

は、一般廃棄物処理施設を初め14事業を受託し、32名の職員体制で業務を行ってまいりま

した。 

 （２）販売事業については、ふるさと納税の返礼品につきましては内容品の見直しなど

を行いましたが、回復がなされませんでした。ギョウジャニンニク関連では、原料につき

ましては当初の見込みから使用量が落ち込み、結果としてフリーズドライなどの使用量に

も影響しております。他方、イベントなどでの販売につきましては、十勝ブランドの確立

により販売額は増加傾向にあり、ギョウジャニンニク加工商品は浦幌ブランドとして販売

してきました。 

 （３）健康湯事業については、館内外の清掃の充実、徹底したコストの削減を行ってま

いりましたが、Ａ重油の価格が高値で推移し続けたため、厳しい内容となりました。入浴

料収入につきましては、前年度とほとんど差がありませんでした。 

 次のページをごらんください。平成31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。 

 次のページをごらんください。平成30年４月１日から平成31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

4,637万7,145円、売り上げ原価は1,586万7,374円、販売及び一般管理費は１億3,192万

6,210円、営業利益はマイナス141万6,439円、営業外損益、営業外収益は2,952円、営業外

費用は９万2,173円、経常利益がマイナス150万5,660円になりました。法人税等充当額が

20万6,404円、当期純利益がマイナス171万2,064円、前期繰越利益がマイナス2,019万

4,741円、当期未処分利益がマイナス2,190万6,805円でございます。 

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

業については、公的事業に携わっているという自覚を常に啓蒙して業務推進を図ります。 

 ２、販売事業については、ギョウジャニンニク生食の販売は安定しており、販売金額も

年々上昇しています。原料の販売量はこここ数年２トン前後で推移しておりますので、計

画的な販売を行うために予約分のみの仕入れを行っております。今年度の取り組みとして

は、記載しております５つの柱を中心に進めてまいります。 

 ３、健康湯事業につきましては、公平、公正な取り扱いを行い、あわせて環境整備の徹

底及び接遇の一層の向上を図ります。また、お客様からの要望等につきましては迅速、丁

寧な対応を行うとともに、災害等を想定した訓練の実施を行い、お客様の安全対策を行い

ます。 
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 次のページをごらんください。令和元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3,600万円、受託事業及び指定管理事業が１億3,345万3,894円、事業収

入を合計いたしまして１億6,945万3,894円、事業支出の販売事業の商品及び原料費が

2,000万円、営業経費及び管理費が700万円、計2,700万円、受託事業及び指定管理事業の各

事業所支出経費が１億2,625万3,894円、一般管理経費が720万円、計１億3,345万3,894円、

事業支出を合計いたしまして１億6,045万3,894円、粗利益は900万円でございます。 

 次のページの令和元年５月22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。 

 以上で報告を終わらせていただきますので、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７ 報告第３号 

〇田村議長 日程第７、報告第３号 平成30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。 

 提出者からの報告を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案書の９ページをごらん願います。報告第３号 平成30年度浦幌町

一般会計繰越明許費繰越計算について。 

 地方自治法施行令第146条第２項の規定により、平成30年度浦幌町一般会計の繰越明許費

繰越計算について、次のとおり報告する。 

 令和元年６月10日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。平成30年度浦幌町一般会計繰越明許費繰越計算書。６款

農林水産業費、１項農業費、事業名、合流地区担い手育成型畑地帯総合整備事業、金額

2,697万3,000円、翌年度繰越額459万円、財源内訳につきましては地方債290万円、一般財

源169万円でございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、事業名、栄穂地区担い手育成型畑地帯総合整備事業、

金額1,462万円、翌年度繰越額802万4,000円、財源内訳につきましては国、道支出金336万

円、その他、これにつきましては受益者負担金354万円、一般財源112万4,000円でございま

す。 

 これら全て平成31年第１回町議会定例会におきまして議決を賜りました繰越明許費補正

の内容でございます。 

 合計につきましては、金額4,159万3,000円、翌年度繰越額1,261万4,000円、財源内訳に

つきましては国、道支出金336万円、地方債290万円、その他354万円、一般財源281万4,000円
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でございます。 

 以上で報告を終わらせていただきますので、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８ 令和元年度町政執行方針 

〇田村議長 日程第８、令和元年度町政執行方針の説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 令和元年第２回町議会の開会にあたり、町政執行方針を申し上げます。 

 私は、この度の町長選挙におきまして、４期目の町政運営を担わせていただくことにな

りました。皆様の温かいご支援、ご厚情に深く感謝申し上げますとともに、あらためて責

任の重さをしっかり受け止め、３期12年の町政運営・経験を活かし、これまで同様、町民

の皆様の声に真摯に耳を傾け、町民の皆様の目線に立つことを基本に、住みやすい、住ん

でよかったと思えるまちづくりを目指して、町政執行にあたってまいる考えであります。 

 また、同じく町議会議員選挙で町民の皆様の負託を受け、議会議員となられました皆様

におかれましては、まちづくりに関わり浦幌町の限りない発展のため、どうか一層のご指

導、ご意見を賜りますようお願いを申し上げる次第であります。 

 本年は、平成の時代が幕を閉じ、令和という新たな時代が幕を開けた大きな節目の年で

あります。また、本町が開町から120年を迎える記念すべき年でもあります。 

 この間、浦幌町の発展に貢献された先人の皆様に深く感謝と敬意を表しますとともに、

あらためて更なるまちづくりに努力していかなければならないと、決意を新たにしている

ところであります。 

 本年度の国の予算は、総額101兆4,564億円と昨年度当初予算を３兆7,437億円上回り、当

初予算として初めて100兆円を超えました。令和元年度地方財政の一般財源総額は、昨年度

を上回る額が確保されたところであり、地方公共団体の重要な財源である地方交付税につ

いても、７年ぶりに前年度を上回る額が確保されましたが、７年前の平成24年度と比較す

ると約１兆3,000億円の減額となっており、増額されたとはいえ、依然として厳しい状況に

変わりはありません。今後も国には「財政調整機能」を十分認識し、地方交付税総額の安

定的確保を図るよう求めていく必要があります。 

 このように厳しい財政状況ではありますが、本町の最上位計画である「浦幌町第３期ま

ちづくり計画」に基づき、各種施策を推進してまいります。 

 本年度の町政執行にあたりましては、第１回町議会定例会において継続事業を中心とし

た骨格予算でスタートしておりますが、本定例会に政策予算を編成し、補正予算として別

案件で上程しておりますので、議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。当
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初予算を含めまして主要な施策について申し上げます。 

 まず、産業の振興について申し上げます。 

 現在、第１次産業を基幹産業とする本町を取り巻く環境は年々厳しさを増し、ＴＰＰ11、

日ＥＵ・ＥＰＡ協定の発効により、農林水産業に大きな影響を与え、食の安全・安心を危

うくするばかりか、地域の経済をも大きく変えかねないことが危惧される中、トランプ大

統領は日本との貿易交渉で早期妥結を図る考えを示し、日米で協議が進められるなど、更

なる影響を受けかねない状況であり、今後の動向も注視しながら、関係団体との連携を密

にして、情報の共有などを図りながら適切に対応してまいります。 

 本町の昨年の農業は、６月の低温・長雨による影響を受け、畑作では、小麦のほか特に

一部の豆類では大きな減収となり、酪農畜産においても、粗飼料の収穫や生育にも大きな

影響を受け、更に９月の胆振東部地震による道内全域のブラックアウトの発生により、搾

乳の停止や生乳の廃棄に追い込まれるなど、大きな痛手を受けましたが、酪農家の皆さん

の努力によって生乳生産量は前年を上回り、乳価の上昇や個体価格も堅調であったことか

ら、災害が多かった年にもかかわらず、農業全体では史上３位の成果となり、安堵してい

るところであります。 

 畑作につきましては、先行き不透明な農業情勢が続くなか、生産奨励をはじめ、新規就

農者への支援など各種事業を通じ担い手の育成や経営支援を行い、本町の農業活性化を図

ってまいります。 

 畜産につきましては、乳用牛においては初妊牛などの市場価格は落ち着きを見せてきた

ものの依然高水準であることから、高能力初妊牛等の導入に対し引き続き支援するととも

に、肉用牛においても素牛の高値取引の状況が続いていることから、特に厳しい経営環境

におかれている肥育農家への支援も含め、優良後継牛導入や地域内一貫生産に対する支援

を引き続き実施し、酪農・畜産の生産基盤強化を図ってまいります。 

 農地基盤の整備につきましては、合流地区及び栄穂地区道営畑地帯総合整備事業並びに

令和元年度から事業着手となる恩根内地区道営畑地帯総合整備事業を推進するとともに、

町単独事業により明渠、暗渠排水の圃場整備や圃場の透排水性の改善を図るための事業を

引き続き実施してまいります。これらの取組が一助となって、豊穣の出来秋が迎えられる

ことを念願してやまないところであります。 

 林業につきましては、木材生産及び木材市況が共に堅調に推移しております。しかしな

がら、造林業や製材加工業、原木の安定供給に欠かせない運送業者の慢性的な人手不足が

続いており、林産業の発展への課題であると認識しております。来年度には北海道立「北

の森づくり専門学院」の開校が予定されており、十勝管内においても多様な地域実習が行

われる予定であることから、林業の担い手の確保と育成につながるものと大きな期待を寄

せているところであります。 

 また、本年度より森林環境譲与税の譲与が始まることから、その一部を活用し森林・林

業の普及啓発等に資する事業を実施するとともに、今後の活用にあたっては関係法令に則
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り、本町に適した森林の整備や担い手の育成及び確保、木材利用の促進など有効な活用を

行うよう関係機関と連携し、適切な森林施業の推進と健全な森林の育成に取り組んでまい

ります。 

 漁業につきましては、本町の大宗漁業である秋さけ定置網漁は、３年魚が主体となった

ため漁獲量・漁獲金額共に２年連続の大不漁となり非常に厳しい状況となりました。 

 その他の魚種においても相次ぐ気象変動による悪影響や総体的な水揚げ量・魚価の低迷

が続くなど、漁業を取り巻く環境は一層厳しさを増していることから、「つくり・育てる漁

業」への支援をはじめ、漁獲向上のため各種支援事業を継続するとともに、新たに集中的

にヒトデを駆除する「緊急漁場保全活動」や回帰資源造成のための秋さけふ化放流事業を

継続させるため支援を実施してまいります。 

 また、漁業基盤の強化を促進するため、大津漁業協同組合が地震対策として実施する「船

揚げ場減災対策事業」へ引き続き支援するとともに、ブラックアウト対策など新たに実施

する「荷捌所防災・減災対策改修事業」に対し、豊頃町ととも支援をしてまいります。 

 厚内漁港の整備につきましては、着実に整備促進が図られるよう、今後とも政務活動の

中で継続的に要請するとともに、漁業操業の妨げとなる流木処理についても、適宜対応さ

れるよう関係町と連携を密にして要請してまいります。 

 商工業の振興につきましては、中小企業振興条例に基づく町融資制度における資金需要

は高い水準にあるものの、地域における景気回復が依然として実感できないまま、中小企

業を取り巻く情勢は厳しいものになっており、そのような状況も相まって町内の商工事業

者の廃業や後継者不足など喫緊の課題も抱えていることから、商工会や金融機関との連携

を強化し、地域経済の活性化に向け支援してまいります。 

 また、本年10月には消費税率の引き上げが予定されていることから、低所得者や子育て

世代に対する支援策として、国庫補助を活用し、プレミアム付商品券を発行するとともに、

併せて商工会が実施する一般町民向けプレミアム商品券発行事業に対しても支援を行うこ

とで、町内の消費喚起を促し、本町経済に与える影響が少しでも緩和されるよう努めてま

いります。 

 観光の振興につきましては、「森林公園」、「留真温泉」、「道の駅」を拠点として、本町の

観光やイベント情報の広告宣伝を積極的に実施するとともに、本年は産業交流施設レスト

ラン施設のリニューアルオープンも予定していることから、道東自動車道や国道38号線な

どから車両の誘引を図るなど、交流人口の拡大と利用促進に向けた取組を行ってまいりま

す。 

 また、町民の福祉向上と健康増進を図ることを目的とした、留真温泉を利用する町民の

方への助成事業を引き続き実施してまいります。 

 雇用対策について申し上げます。 

 雇用をめぐる情勢については、ハローワーク池田管内でも月間有効求人倍率が１倍を超

える状況が続いており、従業員の確保に悩む企業がある状況です。 
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 従業員確保を望む企業への対策として、町内企業の求人情報の提供や従業員の雇用に対

する支援のほか、各種産業振興施策と一体的に雇用の促進を図っていくとともに、福利厚

生の充実を図るため、事業主に対し「あおぞら共済」に係る費用の一部助成を行い、季節

労働者救済対策として、各種運転技能資格等の取得助成など通年雇用化へと導くための事

業を進め、失業者対策では、ハローワーク等関係機関と連携し、雇用機会の確保及び雇用

の促進に努めてまいります。 

 福祉・保健予防・医療対策について申し上げます。 

 社会福祉及び障がい者福祉につきましては、第２期浦幌町障がい者計画を最上位計画と

し、その他の各種福祉計画に基づいた福祉サービスを提供してまいります。 

 本年７月には、平成11年度以来となる十勝地区身体障がい者スポーツ大会を浦幌町で開

催することとなりますので、その成功に向けた取組を進めてまいります。 

 生活に困窮されている方々への支援については、民生委員等とも連携し、国、北海道及

び関係機関とともに適時適切に対応してまいります。 

 児童福祉につきましては、町の子育て環境の向上を図るため策定しました第１期の「子

ども・子育て支援事業計画」が５年の計画期間を終えることから、令和２年度を始期とす

る第２期計画を策定してまいります。また、園児数の減少や市街地の浦幌幼稚園としらか

ば保育園の施設老朽化が喫緊の課題となっている中において、多様化する教育・保育ニー

ズに適応した運営やコストの低減化を図るため、浦幌幼稚園としらかば保育園を統合し、

子どもたちに質の高い教育・保育を提供するため、令和３年度の開園を目指した「認定こ

ども園」の整備事業を進めてまいります。 

 浦幌町子ども発達支援センターにおいては、心身の発達の遅れや不安を抱えているお子

様と保護者に対して、一人ひとりと個別に関わりながら療育の支援を行うとともに、児童

虐待を防止するため、関係機関と情報等を共有し、適切な連携のもと対応してまいります。 

 高齢者福祉につきましては、本町における65歳以上人口の割合である高齢化率が「41％」

を超える中、高齢者の方々がそれそれぞれの住み慣れた地域で安心して自立した生活を送

り続けられますよう、平成30年度から令和２年度までを１期とする「老人福祉計画・第７

期介護保険事業計画」に基づき、高齢者福祉施策や介護サービスの充実、健康の保持・増

進及び介護予防などに努め、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援を切れ目なく提供

する「地域包括ケアシステム」の構築を進めてまいります。 

 また、「高齢者等見守りネットワーク事業」を通して、地域の見守りにより高齢者・障が

い者等の安心できる生活を支え、「徘徊高齢者等ＳＯＳネットワークシステム」により、認

知症等による行方不明者について早期発見が可能な体制を引き続き提供し、高齢者にやさ

しい生活環境を整備してまいります。 

 保健予防につきましては、安心して出産できる環境づくりを推進するため実施している

妊婦健診に要した交通費や、出産に要した宿泊費を助成する「妊産婦安心出産支援事業」

及び「新生児聴覚検査」に要した費用の助成事業を継続してまいります。 
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 また、成人や高齢者の健康を守るため、各種検診内容の充実を図るとともに、健康づく

りへの動機付けを促進するための「健康マイレージ事業」を推進し、健診受診率の向上及

び生活習慣病の重症化予防に努めてまいります。 

 風しんの感染拡大を防ぐために国が実施する「緊急風邪しん抗体検査等事業」により、

浦幌町でも予防接種を受ける機会が無かった昭和37年４月２日から昭和54年４月１日まで

の間に生まれた男性を対象とした抗体検査及び予防接種を無料で行ってまいります。 

 町立診療所の運営につきましては、医師多忙の中においても患者本位の体制を確保しな

がら、引き続き毎週水曜日の夜間診療、毎月第２・第４の日曜診療を継続してまいります。 

 また、災害等により停電が発生した際の非常時において、診療に支障をきたさないよう

万全な体制で対応するため、非常用発電機を新たに設置してまいります。 

 今後とも浦幌町唯一の地域密着型医療機関として、医療体制の確立を維持し、町民の皆

様が安心して暮らせるよう安全で信頼していただける診療所づくりに努めてまいります。 

 国民健康保険事業では、生活習慣病の早期発見や予防対策として実施している国保人間

ドック事業について、健康寿命の延伸に役立てていただくため、対象年齢を30歳以上５歳

刻みで65歳までとしているものを、70歳までに拡大してまいります。 

 教育・文化及びスポーツの振興について申し上げます。 

 町民一人ひとりの「学びと活動」を実現するため、総合教育会議で策定した教育大綱に

基づき、教育委員会と緊密な連携を図って進めてまいります。 

 学校教育については、「地域とともにある学校づくり」を推進するため、導入５年目を迎

えた「小中一貫コミュニティ・スクール」の充実を図り、「浦幌町教育の日」の取組と連携

して学力や体力の向上に取り組んでまいります。 

 また、情報活用能力の育成を図るため、タブレットパソコンを計画的に小中学校に整備

し、ＩＣＴを活用した学習活動の充実に努めてまいります。 

 全国的な課題となっている「学校における働き方改革」については、実態をもとにした

計画的改善を進めてまいります。 

 社会教育については、地域学校協働本部を設置し、地域と学校・公民館が連携・協働し

ながら、「人づくり・つながりづくり・地域づくり」を推進してまいります。 

 また、公民館を中心とした家庭教育学級や少年教育、高齢者教育などの生涯学習事業を

充実するとともに、社会体育施設については、指定管理者による効率的な施設運営とボラ

ンティアによる町民協働の管理を行い、体力向上・健康増進を図ってまいります。 

 このほか、教育関係の具体的な施策の推進については、教育委員会から申し上げます。 

 快適な生活ができるまちづくりについて申し上げます。 

 少子高齢化が進む中、町民の移動手段として定着してまいりましたコミュニティバス及

び本別・浦幌生活維持路線バスの利用促進を図るとともに、浦幌市街地のタクシー業務の

撤退に伴う公共交通空白地有償運送の導入を進めてまいります。 

 また、これまでと同様に浦幌駅の特急停車駅の維持など、公共交通機関としての機能維
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持について、ＪＲ北海道と情報共有を図ってまいります。 

 最も基本的なインフラである町道整備につきましては、継続路線のほか新規３路線の整

備促進を図るとともに、損傷度合いなどを考慮し、経済的かつ計画的な維持・補修を行っ

てまいります。 

 橋梁修繕につきましては、橋梁の長寿命化並びに予防保全を図るため「橋梁長寿命化修

繕計画」に基づき修繕工事を実施してまいります。 

 住宅施策につきましては、「住生活基本計画」及び「公営住宅等長寿命化計画」に基づき

「誰もがいつまでも安心して生活できる住まいづくり」を基本理念とし、東山町団地公営

住宅買取事業を継続するとともに、厚内団地水洗化改修工事に取り組むほか、公営住宅営

繕事業による住環境改善を図ってまいります。 

 また、住宅リフォームに対する補助の継続と耐震診断及び改修に要する経費の一部補助

を併せて行ってまいります。 

 公共下水道につきましては、浦幌終末処理場が供用開始から29年が経過し、機能維持が

困難な設備等については「浦幌町下水道ストックマネジメント計画」に基づき更新整備を

行ってまいります。 

 個別排水処理につきましては、平成９年度から合併処理浄化槽の推進と整備を進め現在

243基が設置され、その維持管理に努めているところですが、継続して普及促進に取り組ん

でまいります。 

 簡易水道につきましては、給水区域における安定供給を図るため浦幌浄水場及び幾千世

浄水場等の設備等更新工事を計画に実施し、安全で安心な水道水の供給を行ってまいりま

す。 

 地籍調査事業につきましては、土地所有者の権利保全、境界紛争の未然防止、災害にお

ける復旧、公共事業の円滑な実施等を目的に行っており、平成５年度に着手して以来26年

が経過し、進捗率は50.7％となっております。 

 本年度は、継続地区として「字福山及び字炭山、字常豊の一部地区」9.17ｋｍ２につい

て実施してまいります。 

 交通安全及び防犯運動の推進につきましては、本年５月には町内において１名の方が犠

牲となる死亡交通事故が発生しており、今後においても交通安全関係団体等と連携を図り

ながら、交通安全対策に取り組んでまいります。 

 また、巧妙化する犯罪が多発している状況にあっては、警察や消費者協会など関係機関

と連携を図りながら、消費者への情報提供、啓発活動などを講じてまいります。 

 空家対策につきましては、空家等対策計画に基づき、町民が安全で安心して暮らすこと

のできる生活環境の保全を図ってまいります。 

 ごみ処理対策につきましては、「浦幌町一般廃棄物処理基本計画」に基づき分別の徹底に

ついて周知を図り、減量化やリサイクル化の促進に引き続き取り組んでまいります。 

 防災・消防・救急体制の充実について申し上げます。 
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 近年、全国各地で地震や局所的な気象の変化がもたらす災害が発生しており、各種災害

に対する的確な対応が求められているところであり、町民の生命、財産を守るため、地域

防災計画に基づき対応してまいります。 

 災害発生時の被害の軽減を図るには、「自助」、「共助」、「公助」が有機的につながること

が必要であることから、以前より町では、「共助」である自主防災組織の設立を呼び掛けて

おり、昨年度から、行政区内において、防災に関する事業の実施と防災委員の設置をお願

いし、本年度においては、11行政区で防災委員を設置していただいたところであります。 

 防災委員を設置されていない行政区につきましては、行政区内の設置に向け協議を行っ

ていただくよう、「まちづくり出張説明会」などを通じ、引き続きお願いするとともに、防

災委員を設置された行政区に対しては、活動に関する支援などを行ってまいります。 

 また、災害時における情報収集・発信のためのＷｉ－ｆｉ（ワイファイ・公衆無線ＬＡ

Ｎアクセスポイント）環境の整備につきましては、現在、役場庁舎、教育文化センター及

び保健福祉センター並びに避難所である町内４公民館及び総合スポーツセンターにおいて

整備済みですが、本年度において、新たに町内４小中学校において整備を図ってまいりま

す。 

 消防・救急業務につきましては、住民の安心・安全と住みよいまちを基本理念とする「と

かち広域消防局」のもと、近隣自治体との広域的な相互協力体制で消防力の強化に努めて

いるところでございます。 

 また、地域住民に最も身近な存在である消防団を中心とした地域防災力の充実強化が重

要であり、幅広い年齢層において消防団員の確保に努めるとともに、近年多発する林野火

災の延焼拡大を防止するための背負い式消火水嚢器具並びに現場活動に必要な安全装備品

を計画的に配備し、災害対応力の向上に努めてまいります。更には、消防団員が水火災、

警戒、訓練等の職務に従事した場合に支給する出動費用弁償を平成８年以来23年振りに見

直しを行い、重要な役割を担う消防団の処遇改善と消防防災体制の一層の充実を図るもの

であります。 

 救急体制につきましては、近年の高齢化を背景に救急要請が増加傾向にある中で、さら

なる救命率向上のため救急救命士の教育研修に努めるとともに、町民を対象とした普通救

命講習の充実を図り、応急処置の普及啓発を推進してまいります。 

 公平公正な債権確保の推進について申し上げます。 

 町税は重要な自主財源であることから、課税客体の適正な把握による課税、収納率向上

に向け納期内納税促進のため、引き続き口座振替納税の普及を図るとともに、コンビニ納

付及びインターネットを利用したクレジット納付の普及を図ってまいります。 

 また、債権管理条例に基づき、これからも町民負担の公平性・公正性の確保と適正な管

理に努めてまいります。 

 定住・移住・交流人口の拡大対策について申し上げます。 

 学校発の子どもを軸とした官民協働の事業である「うらほろスタイル推進事業」は、昨
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年、うらほろスタイル推進地域協議会が特定非営利活動法人うらほろスタイルサポートを

設立し、組織強化を図ってまいりました。 

 今後も昨年12月にオープンした「うらほろスタイル複合施設ＦＵＴＡＢＡ」をうらほろ

スタイル推進事業の活動拠点として、地方大学の学生と町内の小中学生、高校生等との連

携事業や宿泊・滞在施設として有効活用してまいります。 

 平成29年度に大手ＩＴ企業や製薬会社の社員と町民による「うらほろワークキャンプ」

を実施し、関係者が組織する会社が設立されましたが、今年度は地方創生推進交付金を活

用して都市圏の企業人と町民で地域課題の解決を図るためのネットワークを組織し、新た

な産業や雇用の創出を図るモデル事業を構築してまいります。 

 官民協働の組織として設立しました常室ラボ運営委員会の事業では、昨年９月に常室カ

フェがオープンし、３ヶ月間の営業を行いました。本年度は通年営業を目指すとともに林

業木材産業をはじめとする人材育成の他、地域間交流事業を展開してまいります。 

 友好の町の岩手県洋野町との交流については、引き続きパークゴルフ交流及び「たねい

ちウニまつり」において、物産交流を行うとともに、職員間の交流を図ってまいります。 

 協働のまちづくりについて申し上げます。 

 本町では、平成24年に「町民参加条例」を制定し、協働のまちづくりを進めてまいりま

した。 

 これまでも多くの町民の参加手段として広報誌、ホームページ及び電子メール配信サー

ビス「メルマガ」により行政情報を発信してまいりましたが、本年度は「まちづくり出張

説明会」や各種会議を利用して「メルマガ」のＰＲ活動を重点的に行い、登録者数の拡大

を図ってまいります。 

 また、平成24年度から「自主防災組織」や「各種補助制度の説明」など、職員が行政情

報について直接、各地域に出向く「まちづくり出張説明会」を実施しておりますが、引き

続きより多くの町民がまちづくりに参加できる機会の充実を図り、情報の共有に努めてま

いります。 

 昨年３月に浦幌町男女共同参画基本計画を策定しましたが、審議会等の女性の登用率の

向上を図るとともに、今後も女性も男性も一人ひとりが自らの意思で様々な社会活動に参

画する機会を確保し活気あるまちづくりを推進してまいります。。 

 第３期まちづくり計画重点プロジェクトについて申し上げます。 

 定住促進と人口減少を克服するため、３つの重点プロジェクトに基づく各施策を有機的

に連携させながら進めてまいります。 

 プロジェクト１の「子どもを産み育てる環境の整備充実」では、子ども・子育て支援法

が改正されたことにより、本年10月１日から、３歳から５歳児の全世帯及び０歳から２歳

児は、住民税非課税世帯を対象に、認可保育所などの利用料が無料になることから、町独

自で実施している保育料無料化の拡充を検討するとともに「しらかば保育園」で実施して

いる一時保育については、満６ヶ月児から就学前児童の受け入れを引き続き実施してまい
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ります。 

 この他、出産祝金の贈呈、給食費の無料化、２歳児未満の紙おむつ購入費の助成、中学

生までの医療費の無料化、不妊に悩むご夫婦を支援するための特定不妊治療費の助成を継

続実施してまいります。 

 保護者が労働等により日中家庭にいない児童の健全な育成を図るため、上浦幌中央小学

校を学区とした「上浦幌児童クラブ」や浦幌小学校を学区とした「学童保育所」の開設と

子育て支援センターの「浦幌町ファミリーサポート事業」を引き続き実施してまいります。 

 プロジェクト２の「雇用機会の創出」では、商工業対策として創設した新規創業等促進

補助金のほか、浦幌町地域産業活性化補助金、新規就農者営農促進補助金、浦幌町雇用促

進事業補助金による支援と浦幌町地場工業等振興条例及び浦幌町企業誘致促進条例におけ

る助成措置を引き続き行い、雇用機会の創出促進に努めてまいります。 

 プロジェクト３の「居住環境の整備充実」では、町民や転入者への住宅建設・購入に対

する支援措置としての住宅建設等補助、民間賃貸住宅建設補助、住宅リフォーム補助及び

店舗等リフォーム補助を継続し、居住環境の整備充実を図ってまいります。 

 地方創生法が施行されて５年が経過しようとしています。国全体で少子高齢化の進展に

的確に対応し、人口の減少に歯止めをかける施策を総合的かつ計画的に実施してまいりま

したが、地方創生の実現には息の長い取組が必要と考えています。 

 引き続き人口減少対策を最重要課題として捉え、定住対策推進のための重点プロジェク

トを強力に推し進めるとともに「浦幌町第３期まちづくり計画」が９年目となることから

「浦幌町第４期まちづくり計画」の策定に着手してまいります。 

 以上、町政執行につきまして私の基本な考え方を申し上げましたが、第３期まちづくり

計画に掲げております「みんなの知恵・世代を超えて創るまち」を町民の皆様とともに進

め、町政の運営に取り組んでまいりたいと考えています。 

 議員各位をはじめ、町民の皆様のなお一層のご支援とご協力を心からお願い申し上げま

して、町政執行方針といたします。 

 以上であります。 

〇田村議長 以上で町政執行方針を終わります。 

 

    ◎日程第９ 令和元年度教育行政執行方針 

〇田村議長 日程第９、令和元年度教育行政執行方針の説明を求めます。 

 教育長。 

〇久門教育長 令和元年第２回浦幌町議会定例会にあたり、教育行政の執行方針を申し上

げます。 

 これからの社会は、ＡＩやビッグデータ等の先端技術の高度化に伴って社会構造等が大

きく変わり、「Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0」の到来を見据えた人材育成が求められております。 

 そのため、浦幌町では、「自立」と「協働」の教育理念を掲げ、学校、保護者、地域、関
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係機関等が相互に「つなぐ」活動を広げ、ふるさとを愛し、社会の変化に主体的に向き合

いながら未来を切り拓く逞しい児童生徒の育成を目指して、導入５年目となる小中一貫コ

ミュニティ・スクールを推進していきます。 

 また、総合教育会議等を通じて、町長と教育委員会が円滑な意思疎通を図り、「主体的・

対話的で深い学び」の視点に立って教育活動を展開し、「社会に開かれた地域とともにある

学校づくり」及び「人づくり・つながりづくり・地域づくり」を進めていきます。 

Ⅰ．学校教育 

 喫緊の課題である学力や体力・運動能力向上の取組を一層充実させるため、「魅力ある学

校づくり」など６点にわたって施策を申し上げます。 

（１）魅力ある学校づくり 

 「社会に開かれた教育課程」の実現を図るため、小中一貫コミュニティ・スクール９ヵ

年計画に基づき、学校運営協議会等において、熟議・協働・マネジメントの機能を生かし

た主体的な取組を推進していきます。 

 また、学園評価委員会を中心に学園・学校評価を実施し、「うらほろの育みアクションプ

ラン」の取組状況等の実態把握をもとにＰＤＣＡ検証改善サイクルを確立し、学校改善を

促します。 

 安全教育・防災教育については、危機管理マニュアルの点検・見直しを行い、交通安全

や防災のための指導・訓練を計画的に実施するとともに、不審者や登下校時の総合的な安

全対策についても関係機関や支援団体の協力のもとに取り組みます。 

 さらに、浦幌町通学路交通安全プログラムに基づき、児童生徒が安全に通学できるよう、

通学路の安全確保に引き続き取り組みます。 

（２）確かな学力 

 全国学力・学習状況調査等を活用した検証改善サイクルに基づき、幼保小中合同の研修

会や乗り入れ授業、ジョイント教室、合同運動会等を開催するほか、家庭学習や放課後及

び長期休業期間中の学習サポートを充実していきます。 

 また、学校、保護者、地域、関係機関等と危機意識や課題意識を共有し、地域総ぐるみ

で「早寝・早起き・朝ごはん（あいさつ・ノーテレビデー）運動」を継続するとともに、

「スマホ・ゲーム機使用のルール」に基づき生活リズムの改善に取り組み、「教育の日実践

交流会」などで「朝読・家読」運動、「うらほろリレー家読」運動などの取組成果を交流し

ます。 

 情報活用能力の育成については、プログラミング的思考を育む教育活動を行うとともに、

中学校においては、教育用コンピュータの更新と大型モニターの導入を進めます。 

 また、ＩＣＴ環境整備のモデル校として上浦幌中央小学校にタブレットパソコンを導入

し、授業活用の成果等の検証を行います。 

 来年度からの外国語活動等の本格実施に対応するため、外国語指導助手（ＡＬＴ）の２

名体制を継続し、グローバルな児童生徒の育成に努めます。 
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 特別支援教育については、児童生徒一人一人に応じた支援を充実するため、特別支援教

育支援員を配置し、学校内での支援体制を継続するとともに、特別支援教育連携ネット等

の関係機関との連携や教育指導体制及び特別支援教育の充実・強化に努めます。 

（３）豊かな心 

 「特別の教科 道徳」では、命の大切さ、人を思いやる心の育成を推進し、「考え、議論

する道徳」の実現を目指して、問題解決的な学習、道徳的行為に関する体験的な学習とし

てボランティア活動などの社会活動を適切に取り入れるなど、道徳科の指導方法等の工夫

改善を図り、質的転換に努めます。 

 また、道徳教育推進教師を中心とした指導体制を確立し、地域の人材や外部講師の活用、

道徳科の公開など、家庭や地域に開かれた道徳教育の充実に努めます。 

 10年目を迎えた小学５年生による農林漁家での宿泊体験学習を引き続き行い、食の大切

さを学ぶとともに、豊かな人間性や社会性を育みます。 

 キャリア教育については、自己肯定感の育成や人間関係形成能力の育成を目指し、地域

の人材活用や関係団体との連携により、児童生徒の「生きる力」を育む教育を進めます。 

 生徒指導については、小中一貫教育推進の観点に立ち、「浦幌町いじめ防止対策基本方針」

を柱に、「学校いじめ防止基本方針」によるいじめの未然防止、早期発見・早期解消等に努

めます。 

（４）健やかな体 

 児童生徒が体力の向上を実感し、自己肯定感や達成感を高めることができるよう、学校・

家庭・地域が連携を深めながら、地域総ぐるみで体力や運動能力向上の取組を進めます。 

 町内全小学校で実施し効果をあげているフッ化物洗口については、健康教育・むし歯予

防対策として、給食後の歯磨きの励行とともに取組を継続します。 

 食物アレルギーを有する児童生徒が安心して学校生活を送るために、就学時からの状況

把握と、学校全体での情報共有及び保護者等と相談できる体制を作り、関係機関と連携し

適切な対応に努めます。 

 昨年度から供用開始となった学校給食センターでは、栄養教諭を中心に、食育の推進、

地場産食材の活用推進、食物アレルギーへの対応等の基本構想に基づき、学校給食衛生管

理基準に則って運営します。 

 また、町内産食材を使用した「浦幌みのり給食」を継続し、食の大切さを学ぶ食育をよ

り充実させるとともに、学校給食費無料化を継続します。 

（５）資質の向上と組織の活性化 

 教職員の服務規律の徹底や資質の向上、学校組織の活性化に努めます。 

 また、児童生徒の健康・安全を確保するとともに、教職員が意欲とやりがいを持ち、健

康に働くことができる環境整備に向けて、部活動休養日の設定や変形労働時間の活用等、

働き方改革を着実に進めていきます。 

（６）教育環境の整備 
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 児童生徒等の安全・安心な学習・生活環境を確保するため学校室内環境測定等の実施を

継続するほか、浦幌小学校屋外・体育館放送設備更新工事や上浦幌中央小学校教員住宅建

替工事などの施設整備等を行います。 

Ⅱ.社会教育 

 社会教育については、「第８期浦幌町社会教育中期計画」に基づき、「小中一貫コミュニ

ティ・スクール」や「教育の日」の取組を通じて、生涯学習社会の充実を目指します。 

（１）生涯学習の推進 

 地域の人材や環境を活用した生涯学習を推進するため、地域学校協働本部とコミュニテ

ィ・スクールが両輪となって連携・協働しながら地域住民と教育関係団体等のネットワー

クを図り、地域教育力の向上を目指します。 

 各公民館では、公民館まつりや文化祭、文化週間等事業を通した公民館活動の充実を図

り、博物館や図書館の各種講座を通じて、「人づくり・つながりづくり・地域づくり」を目

指し、生涯学習による地域活性化の促進を図ります。 

 各公民館の整備については、中央公民館研修室等床改修工事や吉野公民館玄関手摺設置

等を実施します。 

 家庭教育については、子育て支援センターや学校・地域と連携・協働した学習機会や情

報提供の充実を図り、家庭の教育力向上に努めます。 

 また、「早寝・早起き・朝ごはん（あいさつ・ノーテレビデー）運動」、「家読運動」、「ス

マホ・ゲーム機使用のルール」の啓発を行い運動の推進を図っていきます。 

 少年教育については、令和元年度より隔年実施となる「友好の町絆協定相互交流事業」

において岩手県洋野町の小中学生との友好関係を深めながら規律と責任感を養いリーダー

としての資質を高めていきます。 

 学校・家庭・地域と連携し、防災を考えた通楽（学）合宿の開催、放課後の体験活動を

支援する子ども居場所づくり事業「オーラポロひろば」は、土曜日学習も含めて実施しま

す。 

 高齢者教育については、寿大学を継続して開設し、子どもや若者と高齢者が触れ合う事

業などを実施することで、「学びと活動」の活性化を促し、健康で生きがいを持てる環境づ

くりに努めます。 

 図書館事業については、「第２期浦幌町子どもの読書推進計画」に基づき、各種事業を展

開します。 

 家族が一緒に本を楽しむ時間づくりの啓発やブックスタートを活用して家読運動の推進

を図るほか、図書館まつり等を開催しながら親子が利用しやすく、気軽に足を運びたくな

るような図書館の運営に努めるとともに、公民館図書室・学校図書室と連携し、地域にお

ける読書活動の推進を図るため、図書館ボランティアを各学校へ派遣します。 

 博物館事業については、博物館講座や博物館開館50周年を記念した企画展などを開催す

るとともに、常設展示室の改修計画を進め、時代に対応した内容の見直しや情報発信技術
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の整備に取り組みます。 

 また、新たに町指定文化財や国指定文化財及び北海道指定文化財などに相当する各種文

化財の調査・検討に向けた取り組みを進めます。 

 アイヌ文化については、地域固有のアイヌ文化について調査し、積極的な情報の発信に

努め、地域のアイヌ協会や北海道アイヌ民族文化財団と連携し、アイヌ文化の継承と展示

の充実を図ります。 

（２）スポーツの振興 

 スポーツの振興については、スポーツ教室を中心とした事業や親子を対象とした体操教

室等を継続し、町民の体力向上、健康増進に取り組みます。 

 スポーツの生活化・定着化を促進するため、「スポーツリーダー養成講習会」や「スポー

ツ少年団認定員養成講習会」を開催し、指導者の育成に努めます。 

 総合スポーツセンター及び周辺施設と浦幌パークゴルフ場は、指定管理者のノウハウを

最大限に生かし、住民サービスの向上を図ります。 

 町民協働のボランティアにより、町の体育施設を自主的に管理していただいている関係

団体の皆さんと意見交換を行い連携しながら、安全且つ安心した管理となるよう努めます。 

 体育施設の整備については、浦幌パークゴルフ場バンカー改修工事、上浦幌パークゴル

フ場木柵修繕等を行い、利用者の安全確保等と要望に応え、生涯スポーツの振興に努めま

す。 

 以上、令和元年度の教育行政執行方針を申し上げました。 

 「十勝はひとつ、子どもたちのために」との熱き思いを胸に、地域の皆様と共に浦幌町

の教育を前進させてまいります。 

 町民の皆様並びに町議会議員の皆様のご理解とご協力を賜りますよう心からお願い申し

上げます。 

〇田村議長 以上で教育行政執行方針を終わります。 

 

    ◎日程第１０ 議案第３３号 

〇田村議長 日程第10、議案第33号 浦幌町森林環境譲与税基金条例の制定について議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、議案書11ページをごらん願います。議案第33号 浦幌町森林

環境譲与税基金条例の制定について。 

 浦幌町森林環境譲与税基金条例を次のように定める。 

 令和元年６月10日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町森林環境譲与税基金条例。 

 条文の朗読は省略させていただき、本条例の提案内容につきましては議案説明資料をも
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ちまして説明させていただきます。議案説明資料の１ページをごらんください。浦幌町森

林環境譲与税基金条例説明資料。 

 １、制定の趣旨でございますが、本条例につきましては本年度から譲与される森林環境

譲与税を法令で定められた使途どおりに確実に執行し、その実績をわかりやすく公表する

必要があることから、事業の執行とその財源の管理を行うため、新たに基金を設置するも

のでございます。 

 ２、条例の内容でございますが、①、第１条は基金の設置についての規定で、制定の趣

旨により基金を設置するものでございます。②、第２条は譲与税の積み立てについての規

定で、譲与される森林環境譲与税は一旦基金に全額積み立てるものでございます。③、第

３条は基金の管理について、④、第４条は運用益金の処理について、⑤、第５条は繰りか

え運用等についてそれぞれ規定するもので、⑥、第６条は基金の処分についての規定で、

第１条の目的のために実施する事業に対してのみ処分できるものでございます。 

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

 参考といたしまして、森林環境譲与税の譲与の基準、譲与の時期、譲与税の使途など根

拠となる法令の規定を記載しておりますので、ごらんおき願います。 

 以上で説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ７番、福原議員。 

〇福原議員 これは国の環境譲与税のことを言っているのだと思いますが、パリ協定とか

京都の議定書の中で環境のことをうたっておりまして、地球の温暖化を削減するために森

林環境譲与税という基金が設けられたのだろうと思います。この条例の中では、地球温暖

化のことについて一切触れていなくて、お金のことだけということで制定されております

が、これは浦幌町としてこのような考え方でよろしいのか。それともこの後にもっと具体

的な条例が策定されるのかお伺いをしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 議員のおっしゃるとおり、この法律の趣旨につきましてはパリ協定の枠組みの中におけ

る温室ガスの削減が目標とされておりまして、その中の一つとして森林を活用してという

ことで成立された法律になります。その法律の概要につきましては、国民の皆様から森林

環境税をいただいて、それを原資として森林環境に使っていただくいうような趣旨で成立

された法律になります。お話のありました浦幌町に対しての考え方ですけれども、法律の

趣旨が森林の活用を目的とした譲与税でございますので、その趣旨にのっとった形の使用

ということで考えてございまして、現在補正でも出させていただいておりますけれども、

その目的に沿ったものでこの譲与税を活用したいというふうに考えてございます。森林を

活用することによって環境の部分が改善されるというようなものでございますので、その
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ような趣旨で使っていきたいと思っておりますし、今後の使用につきましては関係団体と

協議しながら、どのようなものがこの法律に沿って、浦幌町にとって、森林にとってよい

ものなのかというようなことは今後検討していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第33号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１１ 議案第３４号 

〇田村議長 日程第11、議案第34号 浦幌町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案書の13ページをごらん願います。議案第34号 浦幌町職員の勤務

時間、休暇等に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和元年６月10日提出、浦幌町長。。 

 次のページをごらん願います。浦幌町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例。 

 浦幌町職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年浦幌町条例第２号）の一部を次

のように改正する。 

 以下、条文の朗読を省略し、説明資料により説明をさせていただきます。説明資料の２

ページをごらん願います。 

 １、改正の趣旨でございますが、長時間労働の是正のための措置として、民間労働法制

においては働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行により時間外

労働の上限規制等が導入されたことに伴い、国家公務員においても超過勤務命令を行うこ

とができる上限を人事院規則で定める措置を講じております。地方公務員についても、地

方公務員法第24条第４項における均衡の原則により、国家公務員の措置等を踏まえ、超過
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勤務命令を行うことができる上限を定めるなどの所要の措置を講じるよう総務省より通知

があったことから、改正を行うものでございます。 

 ２の改正の内容でございまございますが、正規の勤務時間以外の時間の勤務に関する上

限規制等の必要な事項について規則で定めるよう規定するものでございます。なお、規則

につきましては、人事院規則に準じて規定するものでございます。下段に参考として記載

してございますが、人事院規則で定めている主な内容としましては、超過勤務命令の上限

時間を１カ月について45時間、かつ１年について360時間の範囲内とする。ただし、他律的

な業務の比重の高い部署に勤務する職員に対しては、１カ月について100時間未満、１年に

ついて720時間、かつ２から６カ月平均で80時間の範囲内とする。大規模災害への対処等重

要な業務であって、特に緊急に処理することを要する業務に従事する職員に対しては、上

限時間を超えて超過勤務を命ずることができる。上限時間を超えて超過勤務を命じた場合

は、その要因の整理、分析及び検証を行うものとする。上限時間を超えて時間外勤務を命

ずる場合は、職員に対する健康及び福祉を確保するために必要な措置を講ずることなどで

あります。 

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

す。 

 なお、新旧対照表につきましては説明資料３ページに記載しておりますので、ご参照願

います。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が施行されたこと

により、今回条例を一部改正するということでありまして、町民の福祉向上や、あとは町

の発展には町職員の働き方ということは非常に重要なことであると考えておりますので、

これについて２点お伺いをいたします。 

 １点目につきましては、今回の条例改正に伴い、規則は人事院規則に準じるとしており

ますが、平成30年度の実績で１カ月45時間以上、１年で360時間以上の超過勤務はあったの

か、なかったのかをお伺いいたします。 

 ２点目、他律的な業務の比重の高い部署に勤務する職員には１カ月について100時間未

満、１年について720時間、かつ２から６カ月平均で80時間の範囲内とするというふうに記

載がされておりますが、他律的な業務の比重の高い部署という部署は浦幌町ではどこの部

署に当たるのかお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまのご質問でございますが、まず１点目の月45時間以上、かつ

年間360時間以上の超過勤務を行った者については、平成30年度においては一人もおりませ
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ん。ただ、月45時間という部分のみを見ると、そういった部分では10名ほど45時間を超え

ているという者はおりました。 

 次に、２点目の他律的な業務という部分でございますが、国におきましては他律的業務

というものは国会関係、国際関係、法令協議、予算折衝等、他からの要因により行わざる

を得なかった業務、そういったものがあるところの部署が対象となります。本町におきま

しては、今お話ししたものと同じようなものはないのでございますが、ただ選挙の事務で

すとか、災害が発生した場合の災害の後の対応の事務等、どうしてもほかからの要因によ

って行わなければならない業務というものがありますので、そういったものが発生した場

合にはこの他律的業務に該当するもの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 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34号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１２ 議案第３５号 

〇田村議長 日程第12、議案第35号 浦幌町税条例等の一部を改正する条例の一部改正に

ついてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 議案書15ページをごらん願います。議案第35号 浦幌町税条例等の一部

を改正する条例の一部改正について。 

 浦幌町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和元年６月10日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんください。浦幌町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する

条例。 

 浦幌町税条例等の一部を改正する条例（平成29年浦幌町条例第９号）の一部を次のよう

に改正する。 
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 以下、条文の朗読を省略し、改正の趣旨及び改正の内容につきまして議案説明資料によ

り行わせていただきます。説明資料は４ページをお開き願います。浦幌町税条例等の一部

を改正する条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １の改正の趣旨でございますが、当初平成28年度税制改正におきまして平成29年４月１

日から自動車取得税が廃止の上、新たに都道府県税として自動車税環境性能割が、市町村

税として軽自動車税環境性能割が導入されることになっておりましたが、地方税法に係る

改正法の一部改正法が平成28年11月28日に施行され、消費税率10％引き上げ時期の変更に

伴い、導入も令和元年10月１日となる見直しが行われました。改正後の地方税法では、軽

自動車税環境性能割に係る賦課徴収は当分の間北海道が自動車税環境性能割の例により行

うことから、軽自動車税環境性能割の非課税や減免について北海道が規定する自動車税環

境性能割と同様の取り扱いとなるよう、浦幌町税条例等の一部を改正するものでございま

す。 

 ２の改正の内容につきましては、①、附則第15条の３第１項の規定で、軽自動車税の環

境性能割の非課税につきまして北海道の自動車税環境性能割と同様の扱いにするものでご

ざいます。 

 ②、附則第15条の３第２項の規定では、非課税の適用を受けるための手続も北海道の例

に合わせるものでございます。 

 ③、附則第15条の３の２の規定で、減免の手続につきましても北海道の例によるものと

するものでございます。 

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

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「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35号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１３ 議案第３６号 

〇田村議長 日程第13、議案第36号 浦幌町国民健康保険税条例の一部改正についてを議

題といたします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 議案書17ページをごらん願います。議案第36号 浦幌町国民健康保険税

条例の一部改正について。 

 浦幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和元年６月10日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんください。浦幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町国民健康保険税条例（平成12年浦幌町条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 以下、条文の朗読を省略し、議案説明資料の改正の趣旨及び改正の内容によりまして説

明をさせていただきます。議案説明資料は５ページをごらん願います。あわせまして、６

ページに新旧対照表を記載しておりますので、ご参照願います。浦幌町国民健康保険税条

例の一部を改正する条例説明資料。 

 １の改正の趣旨でございますが、被用者保険の被保険者本人が75歳と同時に後期高齢者

医療制度に移行することに伴い、被用者保険の被扶養者から国民健康保険者となった方々

に係る国民健康保険税について当初資格取得から２年間の軽減措置を条例で規定し、実施

してきましたが、後期高齢者医療制度の保険料軽減措置の継続に伴い、国民健康保険税は

取り扱い要綱での減免措置を講じてまいりました。今回後期高齢者医療制度における軽減

措置の一部見直しにあわせまして、浦幌町国民健康保険税条例の一部を改正するものでご

ざいます 

 ２の改正の内容につきましては、被用者保険の被保険者本人が75歳と同時に後期高齢者

医療制度に移行することに伴い、被用者保険の被扶養者から国民健康保険者となった方々

に係る国民健康保険税の減免期間を第24条で資格取得から２年を経過する月までと限定し

ているものにつきまして、附則で当分の間と規定するものでございます。 

 ３の施行期日でございますが、この条例は、公布の日から施行し、平成31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36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、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１４ 議案第３７号 

〇田村議長 日程第14、議案第37号 浦幌町立学校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。 

〇廣富保健福祉課長 議案書19ページをごらん願います。議案第37号 浦幌町立学校設置

条例の一部改正について。 

 浦幌町立学校設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和元年６月10日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町立学校設置条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町立学校設置条例（昭和39年浦幌町条例第11号）の一部を次のように改正する。 

 初めに、別冊の議案説明資料７ページにも記載しておりますが、今回の改正の趣旨とい

たしまして、現在休園としている浦幌町立厚内幼稚園について令和元年７月31日をもって

閉園することといたしましたので、設置規定を削るため、本条例の一部を改正するもので

ございます。 

 次に、改正条例の条文と改正内容についてご説明いたします。別表第３中、浦幌町立厚

内幼稚園の項を削る。別表第３は、浦幌町立幼稚園についてその名称と位置を規定してお

りますが、この別表から浦幌町立厚内幼稚園の項を削除するものでございます。 

 附則、この条例は、令和元年８月１日から施行する。この条例の施行期日は、令和元年

８月１日から施行するものでございます。 

 以上で議案第37号 浦幌町立学校設置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、よろしくご審議を賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第37号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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    ◎日程第１５ 議案第３８号 

〇田村議長 日程第15、議案第38号 浦幌町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 議案書21ページをごらん願います。議案第38号 浦幌町放課後児童

健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。 

 浦幌町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例を次のように定める。 

 令和元年６月10日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年浦

幌町条例第13号）の一部を次のように改正する。 

 本条例の改正の条文につきましては条文の朗読を省略させていただき、別冊の議案説明

資料をもって説明をさせていただきます。議案説明資料の９ページをごらん願います。浦

幌町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例説明資料。 

 １、改正の趣旨でございますが、このたびの改正につきましては、国、都道府県及び市

町村以外の者が放課後児童健全育成事業を行う場合は厚生労働省令で定める事項をあらか

じめ市町村に届け出なければならないことから、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第34条

の８の２第１項の規定に基づきまして放課後児童健全育成事業の設備及び運営について本

条例で基準を定めているところでございます。条例を定めるに当たっては、事業に従事す

る者及びその員数については国が定める基準に従い定めるものとされていることから、放

課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成31年厚生

労働省令第50号）及び学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令

の整理等に関する省令（平成30年厚生労働省令第15号）による国が定める基準省令が改正

され、平成31年４月１日から施行されたことにより、本条例の一部を改正するものでござ

います。 

 ２、改正の内容でございますが、①、放課後児童支援員認定資格研修の実施者の変更（第

10条第３項関係）につきましては、放課後児童支援員は保育士の資格を有する者など国が

定める基準省令第10条第３項各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事が行う

放課後児童支援員認定資格研修を修了した者でなければならないとされており、研修事業

に適切に対応できるようにするため、このたびの平成29年の地方からの提案等に関する対

応方針（平成29年12月26日閣議決定）において放課後児童支援員認定資格研修の実施に関

する事務、権限について平成31年度から都道府県だけでなく指定都市も実施できることと
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しまして、国が定める基準省令が改正されたことによる変更でございます。 

 ②、放課後児童支援員の資格要件の拡大による改正（第10条第３項第５号関係）につき

ましては、学校教育法の一部を改正する法律（平成29年法律第41号）が成立し、平成31年

４月１日より専門職大学が制度化されたことに伴い、学校教育法の一部を改正する法律の

施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令により放課後児童支援員の資格要件

に専門職大学の前期課程の修了者が追加されたことにより、改正するものでございます。 

 なお、あわせまして、第18条第２項は字句の、附則第２項は元号の改正でございます。 

 ３、施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございます。 

 また、次ページ以降に新旧対照表を記載しておりますので、ご参照願います。 

 以上で議案第38号 浦幌町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

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、よろしくご審議を賜り

ますようお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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38号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「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５１分  休憩 

午後 １時００分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 

    ◎日程第１６ 議案第３９号 

〇田村議長 日程第16、議案第39号 公営住宅買取事業に関する協定の締結についてを議
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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。 

〇小川施設課長 議案書の23ページをごらん願います。議案第39号 公営住宅買取事業に

関する協定の締結について。 

 次のとおり公営住宅買取事業に関する協定を締結したいので、議会基本条例第12条の規

定により議会の議決を求める。 

 令和元年６月10日提出、浦幌町長。 

 １、事業の名称、令和元年度浦幌町東山町団地買取事業。 

 ２、買取金額、１億3,882万7,200円。 

 ３、協定の相手方、北原・宮本・岡田設計建設グループ、代表企業、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、事業の期間、令和２年２月14日でございます。 

趣旨等につきましては、議案説明資料により説明をさせていただきます。説明資料の11ペ

ージをお開き願います。１項目めの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に、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、浦幌町議会基本条例第12条、議決事件の拡

大の規定により、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

でございます。 

 ２項目めの協定の内容でございます。①、事業の内容、買取公営住宅及び附帯施設の建

築工事。附帯施設といたしましては、外構としての花壇、通路、駐車場でございます。 

 ②、事業の場所、十勝郡浦幌町字東山町７番地７のうち。 

 ③、構造、木造平家建て。 

 ④、型式、戸数、２棟６戸、１ＤＫが２戸、２ＬＤＫが４戸でございます。 

 ⑤、延べ床面積、488.58平方メートル。 

 ⑥、協定の相手方につきましては、北原・宮本・岡田設計建設グループ、代表企業、株

式会社北原建設、構成員として宮本建設有限会社及び株式会社岡田設計帯広事務所でござ

います。 

 ３項目めの今後のスケジュールの予定でございますけれども、本定例会において議決を

いただいた後、公営住宅買取事業に関する協定の締結、６月下旬には事業に着手いたしま

して、令和２年２月14日を工期といたしまして、完成検査後、仮売買契約を締結、２月中

旬には売買契約に基づく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、３月上旬には登記を完了させまして入居を開始する予定としてございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ４番、伊藤議員。 
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〇伊藤議員 今回東山町団地買取事業の協定書を提出いただきまして、ありがとうござい

ます。それで、いろいろ拝見させていただいたのですが、買い取り金額総額１億3,882万

7,200円となっております。うち消費税額及び地方消費税額が1,260万9,200円となっている

のですが、この買い取り金額総額から消費税分を引きますと１億2,621万8,000円となりま

す。これに消費税をかけても１億3,882万7,200円の金額にならないのですが、消費税のか

からない部分も買い取り対象に含んでいるのかどうかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 今回提示させていただいた金額には建設工事のほかに設計費及び施工管

理費並びに確認申請等の諸経費等も入ってございます。その中には消費税の対象外となる

建築確認に要する経費等もございますので、それらを除いた金額で10％の消費税を賦課し

たもの、その金額をもって協定の締結の消費税相当分としております。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第39号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１７ 議案第４０号～日程第１９ 議案第４２号 

〇田村議長 ここでお諮りをいたします。 

 日程第17、議案第40号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について及び日程第18、

議案第41号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について並びに日程第19、議案第

42号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更については、提案理由が同一の

案件であることから一括議題として審議したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、日程第17、議案第40号及び日程第18、議案第41号並びに日程第19、議案第42号

の３件を一括議題として審議することに決定をいたしました。 

 ただいま一括議題とした案件について提案理由の説明を求めます。 
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 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案第40号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について、議案第

41号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、議案第42号 北海道町村議会

議員公務災害補償等組合規約の変更について、３件一括して説明をさせていただきます。 

 議案書の24ページをごらん願います。議案第40号 北海道市町村総合事務組合規約の変

更について。 

 地方自治法第286条第１項の規定により、北海道市町村総合事務組合規約を次のように変

更する。 

 令和元年６月10日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約。 

 北海道市町村総合事務組合規約（平成31年２月22日市町村第1877号指令）の一部を次の

ように変更する。 

 以下、条文の朗読は省略させていただきます。 

 続きまして、議案書26ページをごらん願います。議案第41号 北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更について。 

 地方自治法第286条第１項の規定により、北海道市町村職員退職手当組合規約を次のよう

に変更する。 

 令和元年６月10日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規

約。 

 北海道市町村職員退職手当組合規約（昭和32年１月23日32地第175号指令許可）の一部を

次のように変更する。 

 以下、条文の朗読は省略させていただきます。 

 続きまして、議案書28ページをごらん願います。議案第42号 北海道町村議会議員公務

災害補償等組合規約の変更について。 

 地方自治法第286条第１項の規定により、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約を

次のように変更する。 

 令和元年６月10日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変

更する規約。 

 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約（昭和43年５月１日地方第722号指令許可）

の一部をのように変更する。 

 以下、条文の朗読は省略し、説明資料をもって説明をさせていただきます。説明資料の

12ページをごらん願います。 

 １、変更の理由でございます。平成30年３月31日付で十勝環境複合事務組合、平成31年

３月31日付で北空知葬斎組合、日高地区交通災害共済組合及び池北三町行政事務組合が解
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散したことに伴い、関係規約を改正するものでございます。 

 ２、変更の内容でございます。北海道市町村総合事務組合規約につきましては別表第１

及び別表第２の改正、北海道市町村職員退職手当組合規約につきましては別表（２）一部

事務組合及び広域連合の表の改正、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約につきま

しては別表第１を改正するものでございます。 

 ３の施行期日につきましては、地方自治法第286条第１項の規定により、北海道市町村職

員退職手当組合及び北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約につきましては総務大臣

の許可の日から、北海道市町村総合事務組合規約につきましては北海道知事の許可の日か

ら施行するものでございます。 

 なお、新旧対照表につきましては説明資料13ページから15ページに記載しておりますの

で、ご参照願います。 

 以上で議案第40号から議案第42号までの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40号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第41号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第42号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２０ 議案第４３号 
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〇田村議長 日程第20、議案第43号 令和元年度浦幌町一般会計補正予算を議題といたし

ます。 

 お諮りをいたします。本議案の審議は、提案理由の説明及び質疑を細分化して行いたい

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、本議案の審議は、これを細分化して行うことに決定をいたしました。 

 初めに、９ページ、20款１項町債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 別冊の補正予算書１ページをごらん願います。あわせまして説明資料

は16ページからになります。議案第43号 令和元年度浦幌町一般会計補正予算。 

 元号を改める政令（平成31年政令第143号）により、元号が令和に改められたことから、

平成31年度浦幌町一般会計予算全体における元号の表示については、令和に統一する。こ

れは、５月１日より元号が改められ、国において会計年度の名称については５月１日の改

元日以降は当年度全体を通じて令和元年度とする旨の通知がございました。本町において

も国に準じた取り扱いとするため、本補正予算の前文で規定することにより、当年度全体

を通じて令和元年度とするものでございます。なお、各特別会計においても同様に規定す

るものでございます。 

 続きを説明いたします。 

 令和元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４億7,979万2,000円を追加し、歳入歳

出の総額を歳入歳出それぞれ68億6,808万8,000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。 

 （地方債） 

 第２条 地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

 令和元年６月10日提出、浦幌町長。 

 ２ページから４ページの第１表、歳入歳出予算補正は、説明を省略させていただきます。 

 ５ページをごらん願います。第２表、地方債補正。変更でございます。起債の目的、過

疎対策事業、補正前限度額３億1,480万円、補正後限度額４億3,150万円。内容としまして

は、認定こども園建設事業、補正前限度額ゼロ円、補正後限度額2,900万円。除雪機械購入

事業、補正前限度額1,400万円、補正後限度額ゼロ円。橋梁長寿命化修繕事業、補正前限度

額4,090万円、補正後限度額6,290万円。道路維持事業、補正前限度額ゼロ円、補正後限度

額4,300万円。教職員住宅整備事業、補正前限度額ゼロ円、補正後限度額3,670万円。以上

が過疎対策事業の内容になります。公共施設等適正管理推進事業、補正前限度額1,570万円、
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補正後限度額6,070万円。内容は、老朽化対策事業でございます。緊急防災・減災対策事業、

補正前限度額ゼロ円、補正後限度額950万円。内容は、防災拠点施設整備等事業でございま

す。計、補正前限度額５億7,820万円、補正後限度額７億4,940万円でございます。なお、

補正後の起債の方法、利率、償還の方法につきましては変更がございません。また、それ

ぞれの詳細につきましては事項別明細書の中でご説明いたしますので、ここでの説明は省

略をさせていただきます。 

 ６ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括は説明を省略させていただきます。 

 ７ページをごらん願います。２、歳入、２款地方譲与税、３項１目森林環境譲与税2,500万

円を追加し、2,500万円、内容につきまして森林環境譲与税を追加するものでございます。 

 13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金243万8,000円を追加し、１億

5,133万5,000円、内容につきましては説明資料22ページに記載のとおり、管外入所保育委

託料追加に伴う国庫負担金及び説明資料23ページから24ページに記載のとおり、介護保険

低所得者保険料軽減に係る国庫負担金を追加するものでございます。 

 ２目衛生費国庫負担金63万2,000円を追加し、88万円、内容につきましては説明資料47ペ

ージの政策等調書に記載のとおり、緊急風しん抗体検査等事業に伴う国庫負担金を追加す

るものでございます。 

 ２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金968万5,000円を追加し、1,336万円、内容につき

ましては説明資料20ページに記載のとおり、地方創生推進交付金を追加するものでござい

ます。 

 ３目土木費国庫補助金2,833万3,000円を減額し、４億2,949万9,000円、内容につきまし

ては説明資料30ページに記載のとおり、除雪トラック更新事業に係る国の交付金配当が得

られなかったことから、事業を中止し、交付金について減額補正するものでございます。 

 ４目教育費国庫補助金14万7,000円を追加し、32万9,000円、内容につきましては説明資

料34ページに記載のとおり、小中一貫コミュニティ・スクール事業経費について国庫補助

の対象となったことから、追加するものでございます。 

 ５目商工費国庫補助金893万円を追加し、893万円、内容につきましては説明資料51ペー

ジに記載の政策等調書に記載のとおり、プレミアム商品券発行事業に伴う国庫補助金を追

加するものでございます。 

 14款道支出金、１項道負担金、２目民生費道負担金121万8,000円を追加し、9,733万円、

内容につきましては管外入所保育委託料追加に伴う道負担金及び介護保険低所得者保険料

軽減に伴う道負担金を追加するものでございます。 

 ８ページをごらん願います。２項道補助金、４目農林水産業費道補助金2,018万6,000円

を追加し、１億3,216万5,000円、内容につきましては説明資料27ページから28ページに記

載のとおり、浦幌太及び豊北排水機場設備更新に係る道補助金、説明資料26ページに記載

の強い農業担い手づくり総合支援事業交付金並びに説明資料27ページに記載の畑作構造転

換事業補助金を追加するものでございます。 
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 ３項委託金、１目総務費委託金6,000円を追加し、2,130万5,000円、内容につきましては

説明資料21ページに記載のとおり、工業統計調査委託金を追加するものでございます。 

 ３目農林水産業費委託金33万6,000円を追加し、1,368万9,000円、内容につきましては説

明資料16ページに記載のとおり、農業者年金業務委託料を追加するものでございます。 

 16款１項寄附金、２目指定寄附金20万円を追加し、5,020万1,000円、内容につきまして

は説明資料23ページに記載のとおり、児童保育資金としての指定寄附金を追加するもので

ございます。 

 17款繰入金、２項１目基金繰入金２億6,664万7,000円を追加し、７億109万9,000円、内

容につきましては財政調整基金等各種基金の繰入金を追加するものでございます。 

 19款諸収入、５項１目雑入150万円を追加し、1,061万3,000円、内容につきましては北海

道市町村振興協会が協会設立40周年を記念して実施する記念特別事業の推進交付金を追加

するものです。なお、説明資料16ページに記載のとおり、避難所となる小中学校に公衆無

線ＬＡＮを整備する費用に充当するものでございます。 

 20款１項町債、２目民生債2,900万円の追加は、説明資料22ページに記載の認定こども園

実施設計に係る町債を追加するものでございます。 

 ６目土木債9,600万円を追加し、４億4,410万円、内容につきましては説明資料30ページ

に記載の除雪機械購入取りやめによる町債の減額、説明資料31ページから32ページに記載

の下頃辺川沿線舗装工事、橋梁長寿命化事業における橋梁２橋の工事費及び町道帯富幾千

世線舗装修繕工事に係る町債を追加するものでございます。 

 ７目教育債3,670万円を追加し、5,070万円、内容につきましては説明資料35ページに記

載の上浦幌中央小学校教職員住宅新築工事及び浦幌小学校教職員住宅新築実施設計に係る

町債を追加するものでございます。 

 ８目消防債950万円を追加し、950万円、内容につきましては説明資料16ページに記載の

避難所となる４小中学校の公衆無線ＬＡＮの整備に係る町債を追加するものでございま

す。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 今説明に雑入のところでありました無線ＬＡＮ、ワイファイのことについて

ちょっとお聞きします。今のところ小中学校４校にということだったのですけれども、こ

の後簡易の避難所的なところになる例えば地域会館だとか、そういったところには今後そ

ういう予定はあるのかないのかだけ、ちょっとお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件でございますが、先ほどの町政執行方針の中にもござい

ましたとおり、役場とそれぞれの事務所等に設置しているものがございまして、それ以外
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に今回４小中学校のほうにワイファイの無線ＬＡＮ整備をする予定としております。それ

以外の部分の小さな会館等の避難場所等については、現在のところは整備する予定はござ

いません。今後の中では、今考えられるものとしましては農業団地センター及び上浦幌支

所の事務所がございますので、そちらのほうに設置が来年度以降できればというふうには

考えてございますけれども、それ以外のものについては一旦ここで大体のワイファイの無

線の整備については終了という形で考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 大まかなところにつくということはわかったのですけれども、例えば地元の

こと言って悪いのですけれども、私どものようなちょっと電波状態の悪いところとか、そ

ういったところについて簡易的な形の避難所になる部分ってあると思うのです。その部分

については、特別な配慮をせというわけではないのですけれども、今後いろいろと避難場

所的な簡易的なもの、途中でのことになるのだと思うのです。そういうところについて考

慮していただけるかどうかということもちょっとお伺いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 あくまでも避難所にワイファイ等を整備するというものは、そこに避

難された方々が今でいいますとスマホ等を持っておりますので、そういったもので自分で

情報も収集することができる。そういったことが可能ということでありますので、避難所

となります場所にワイファイを整備することによって、町からの情報の提供もできますが、

避難された方も自分で情報を入手することができる。そういったことがありますので、今

整備を図るものでございます。ただ、今言われたように小さな会館等になりますと、そう

いったことで直接避難された方が収集するというよりも、その部分につきましてはこれか

ら検討いたします情報伝達手段ですとか、そういった部分でどういった伝達方法ができる

かという部分もございますけれども、ワイファイを整備するとなりますと費用のほうもど

うしてもかかってくる部分がございますので、その辺の効果等も検討しながら考えなけれ

ばならない部分がございますので、現段階としましては先ほど申し上げたとおり大きな避

難所となるものだけを対象として考えているといったものでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 費用対効果ということでいうとわかります。ただ、場所によってはそのこと

が不可能になる場合もあるかなという私の老婆心なのですけれども、そういう中でその場

所、場所によっては、学校が廃校、統合になったところにつきましてもその地区にそうい

うのもあったほうが私はこれからいいのではないのかなという感じいたしますけれども、

おいおいという言葉が今あったような気がいたしますので、そのことを期待するしかない

のかなと思いますけれども、もう一度その辺のところ確認です。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 おいおいという部分は、あくまでも情報伝達手段の部分も考えながら

で、どうしてもそういったものが必要かどうかということを検討しながらという部分です

ので、必ずしも設置するというものではないので、この辺だけはご理解願いたいと思いま

す。 

 あと、先ほども申し上げたとおり、ワイファイの整備をするということは、情報を入手

するということなのですけれども、そこにどれだけの方が避難されるとか、そういった部

分もございます。また、今言われた小さい避難所という部分の数も40近く町内にはござい

まして、それに全部整備をするとなりますと、先ほど申し上げたとおりどうしても費用と

いうものもかかってくる部分がございます。それと、当然電話の線を使いますので、使用

していない間もその部分の費用というものもかかってくるといったことになりますので、

そういったことを検討した中では、先ほどから申し上げているとおり、大きな避難所とな

るものだけを現在のところは対象として考えているということですので、ご理解のほどを

よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 次に、10ページ、２款総務費、１項総務管理費から15ページ、６款農林水産業費、３項

水産業費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 補正予算書10ページごらん願います。３、歳出、２款総務費、１項総

務管理費、２目情報化推進管理費130万7,000円を追加し、２億4,295万7,000円、内容につ

きましては説明資料16ページに記載のとおり、避難所となる町内４小中学校に整備する公

衆無線ＬＡＮに係る通信費用及び保守費用を追加するものでございます。 

 ３目文書広報費33万円を追加し、734万9,000円、内容につきましては説明資料17ページ

に記載のとおり、町勢要覧作成に要する費用を追加するものでございます。 

 ４目自動車管理費693万2,000円を追加し、2,099万3,000円、内容につきましては説明資

料17ページに記載のとおり、ドライブレコーダー設置に要する費用及び公用車２台更新に

要する費用を追加するものでございます。 

 ５目財産管理費2,360万円を追加し、3,068万5,000円、内容につきましては説明資料17ペ

ージに記載のとおり、遊休化している施設及び老朽化の進んだ施設の除却に係る費用及び

宿泊滞在施設のガス給湯設備更新に要する費用を追加するものでございます。 

 ６目財政調整等基金費2,500万円を追加し、7,655万8,000円、内容につきましては説明資

料18ページに記載のとおり、森林環境譲与税基金積立金を追加するものでございます。 

 ７目企画費994万7,000円を追加し、１億1,762万1,000円、内容につきましては説明資料
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19ページに記載のとおり、地上デジタル放送電波受信設備修繕料及び電波調査委託料、う

らほろスタイル複合施設に併設されている物置の解体工事費及び住宅建設等補助金を追加

するものでございます。 

 13目諸費122万7,000円を追加し、4,491万3,000円、内容につきましては説明資料20ペー

ジに記載のとおり、公共交通空白地有償運送事業に係る費用及び札幌浦幌会への補助金を

追加するものでございます。 

 16目地方創生推進交付金事業費1,937万円を追加し、1,937万円、内容につきましては説

明資料20ページから21ページに記載のとおり、地方創生業務委託料を追加するものでござ

います。 

 ４項選挙費、４目参議院議員選挙費５万7,000円を追加し、933万9,000円、内容につきま

しては説明資料21ページに記載のとおり、参議院議員選挙において上浦幌支所において３

日間、期日前投票を実施するための投票立会人報酬を追加するものでございます。 

 ５項統計調査費、２目指定統計調査費6,000円を追加し、147万2,000円、内容につきまし

ては説明資料21ページに記載のとおり、道委託金の増額に伴い、必要経費を追加するもの

でございます。 

 12ページをごらん願います。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費32万

4,000円を追加し、３億993万4,000円、内容につきましては国民健康保険事業特別会計繰出

金を追加するものでございます。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費2,972万円を追加し、5,407万3,000円、内容につき

ましては説明資料22ページに記載のとおり、認定こども園建設実施設計業務委託料並びに

管外入所保育委託料を追加するものでございます。 

 ３目認可保育園運営費255万2,000円を追加し、9,585万1,000円、内容につきましては説

明資料23ページに記載のとおり、退職した保育士の代替保育士に係る賃金及び指定寄附に

伴う備品購入費を追加するものでございます。 

 ４目へき地保育所運営費400万2,000円を追加し、3,710万9,000円、内容につきましては

人事異動に伴う扶養手当の追加並びに説明資料23ページに記載のとおり、上浦幌ひまわり

保育園のグラウンド改修費用を追加するものでございます。 

 ８目子育て支援センター費169万6,000円を減額し、1,636万円、内容につきましては人事

異動に伴う職員手当の追加及び賃金を減額す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460万円を追加し、２億18万1,000円、内容につき

ましては説明資料23ページから24ページに記載のとおり、介護保険特別会計繰出金を追加

するものでございます。 

 ３目老人ホーム費4,848万円を追加し、２億5,115万8,000円、内容につきましては説明資

料24ページから25ページに記載のとおり、産前休暇取得予定職員に係る代替賃金、施設修

繕料、廃棄物処理手数料の追加並びに暖房配管改修工事、ナースコール更新工事及びテレ

ビ共聴設備増設工事に係る費用を追加するものでございます。 
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 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費275万2,000円を追加し、２億5,817万

4,000円、内容につきましては簡易水道特別会計繰出金を追加するものでございます。 

 ２目予防費174万5,000円を追加し、1,428万円、内容につきましては説明資料47ページの

政策等調書に記載のとおり、緊急風しん抗体検査等事業に要する費用を追加するものでご

ざいます。 

 ３目環境衛生費180万円を追加し、3,422万1,000円、内容につきましては個別排水処理特

別会計繰出金を追加するものでございます。 

 ５目医療対策費50万円を追加し、１億2,807万6,000円、内容につきましては説明資料25ペ

ージに記載のとおり、桜町歯科診療所の診療室等のＬＥＤ照明器具への交換に要する費用

を追加するものでございます。 

 ８目保健福祉センター管理費1,285万円を追加し、2,910万7,000円、内容につきましては

説明資料25ページに記載のとおり、保健福祉センター集会室及び玄関ホールのＬＥＤ照明

器具への交換及び暖房、給湯ボイラー取りかえ工事に要する費用を追加するものでござい

ます。 

 14ページをごらん願います。５款労働費、１項１目労働諸費480万円を追加し、1,710万

4,000円、内容につきましては説明資料26ページに記載のとおり、雇用促進事業補助金を追

加するものでございます。 

６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費1,625万9,000円を追加し、6,957万

9,000円、内容につきましては説明資料26ページから27ページに記載のとおり、畑作構造転

換事業補助金並びに強い農業担い手づくり総合支援事業交付金を追加するものでございま

す。 

 ５目畜産振興費119万9,000円を追加し、2,042万7,000円、内容につきましては説明資料

27ページに記載のとおり、模範牧場運営審議会開催に要する費用及び模範牧場若齢舎の草

架台修繕に要する費用を追加するものでございます。 

 ６目土地改良費1,554万5,000円を追加し、9,936万1,000円、内容につきましては説明資

料27ページから28ページに記載のとおり、川流布地区排水路の補修に係る費用及び浦幌太

及び豊北排水機場の設備更新に係る費用を追加するものでございます。 

２項林業費、３目林道維持費203万円を追加し、1,004万8,000円、内容につきましては説

明資料28ページに記載のとおり、町管理林道川流布小笠原線ののり面崩落を復旧するため

の調査測量委託料を追加するものでございます。 

 ４目うらほろ森林公園管理運営費1,050万6,000円を追加し、2,430万5,000円、内容につ

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、森林公園施設の修繕料及び遊

歩道改修に要する費用を追加するものでございます。 

 ３項水産業費、２目水産業振興費2,235万円を追加し、4,237万円、内容につきましては

説明資料48ページから50ページの政策等調書に記載の大津漁業協同組合荷捌所防災・減災

対策改修支援事業、緊急漁場保全活動支援事業及び秋サケ不漁対策事業に要する費用を追
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加するものでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 10ページの財産管理費のところで工事請負費についてお伺いしたいと思いま

す。 

 この工事請負費、旧博物館の解体と住宅の解体費だと思うのですが、旧博物館の周りで

す。俳句や何かの石碑も建っていて、解体した後その用地についてどのように管理される

のか。芝生吹きつけだとか、何かあるのかどうか。ただ解体してそのまんま投げておくの

か。その辺をお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまのご質問でございますが、旧郷土博物館のところでございま

すが、解体した後の跡地の利用でございますが、その辺については今現段階ではどのよう

な形にするといった決まったものがございません。今後においては、教育委員会のほうと

も協議しながら、石碑とか、そういったものもございますので、そういったものをどうす

るかという部分も含めながら協議をしてまいりたいと思います。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 跡地の利用というか、現在半分公園化というか、されていると思うのです。

やはりやるときに一緒にやっていかないと、経費的にもまた経費がかかってくるというこ

とだと思うのです。その辺は教育委員会とも協議するということですが、協議しなかった

のですか、そしたら。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 あくまでも今除却を進めている部分につきましては、遊休化している

とか、あと老朽化して危険であるとか、そういったものの建物を壊すということを優先的

に考えて行っておりまして、その後の土地の利用等々については現段階では特に決めたも

のがございません。ですから、ただいま申し上げたとおり、郷土博物館の跡地についても

教育委員会のほうとは今後どうするといった協議は行ってはおりません。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 わかりました。この除却の関係、どちらにしても遊休施設についてまだまだ

たくさんあると思うのです。あそこのキノコの栽培所だとか、そういうのも含めて少し計

画を練ったものをお願いしたいなと思うのですが、その辺どのようになっていますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 除却に関しましては、もともと浦幌町の公共施設等総合管理計画とい
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うものがございまして、それを上位計画と位置づけまして、公共施設等の除却に関する個

別計画という形で内部では今後どういった形で除却を進めていくかということを各課にも

照会をかけながら、現段階で５年程度、どういったものを今後壊していく、除却をしてい

くというものは計画は立ててはございます。ただ、今言われたように、壊した跡をどうす

るといった部分については、どこの場所もそうですけれども、特に今これといって何に使

うといったものがないものですから、あくまでも先ほど言ったとおり除却を進めるといっ

た部分で計画を立てて進めているといった内容でございますので、ご理解のほどお願いし

ます。 

〇田村議長 ７番、福原議員。 

〇福原議員 ２点ばかりお伺いいたします。 

 説明資料の20ページのふるさと会事業の中で、札幌浦幌会から補助金の交付についての

要望があったことから、その活動に対して補助するため、追加補正するものということで

５万円が計上されております。これは、東京浦幌会は一般の会計の中で毎年入ってきてい

たと思うのですが、要望がなければ、この５万円の追加ということで、補助金の交付は今

まではなかったのかどうか。それから、今後はどのような扱いをしていくのか、その点に

ついて１点と。 

 それから、コミュニティバスの町内タクシー業者の撤退についてということで、有償の

運送事業に係る経費が計上されております。110万円ですか、これはどのような形でどのよ

うに運行されていくのか、それからいつからいつまでやっていくのか、この辺の交通空白

の有償運送事業に係るものを具体的に説明をお願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 まず、ただいまのご質問の１点目の札幌浦幌会の補助金の関係でござ

いますが、この関係につきましては３月に行われました定例会の予算審議の中でも東京浦

幌会には補助金を出しているのだけれども、札幌のほうには出していないけれども、どう

なのだというお話がございまして、その中で札幌浦幌会のほうと協議をさせていただくと

いったことで答弁をさせていただいておりました。その後札幌浦幌会のほうともお話をさ

せていただきまして、それで札幌浦幌会のほうとしては２年に１回、こちらのほうにみの

り祭りのほうに来たりですとか、そういった事業もやってございますし、ことしにつきま

しては札幌のほうで物産展等を行ったときも札幌浦幌会の皆さんにご案内等を差し上げ、

たくさんの会員の方に買いに来ていただいたということもございまして、そのときにもそ

ういった話をさせてもらったのですけれども、そんな中で札幌浦幌会としても、東京浦幌

会のほうに補助金をしているのであれば、会の運営としては決して楽なものではないので、

できれば同じような状況の補助金をお願いできないかといったお願いがございました。 

 それで、内部で協議をいたしまして、東京浦幌会と同様に５万円の補助金を支出すると

いうことにしております。ただ、もともとの内容としましては、みのり祭りに来るのにそ
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の部分の費用も足りないとか、そういったお話もございまして、みのり祭りに来るのが隔

年ということがございましたので、町のほうとしてはできれば隔年で補助金の支出をした

いというお話をさせていただいているのですけれども、会のほうとしてはできれば毎年お

願いしたいといった話もいただいてございます。そういったこともございますので、今後

についてはまた会のほうとも協議をしながら、毎年になるのか隔年になるのかということ

で、今後計上していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 副町長。 

〇山本副町長 ２点目の公共交通空白地有償運送の関係につきまして私のほうから説明さ

せていただきたいというふうに思います。 

 まず、タクシー事業なのですけれども、経過からお話ししますと、３月の27日に事業者

のほうから４月から撤退するというお話が、急な話だったのですが、ありました。その後

北海道運輸局の帯広運輸支局ともいろいろ相談させていただいて、とりあえずタクシー事

業につきましては４月、５月と２カ月間はその事業者のほうで延長はしてくれたのですけ

れども、その後の確保ということで、今回予算計上させていただきました公共交通空白地

有償運送につきましては、現在社会福祉協議会で福祉有償運送というのをやっています。

これにつきましては、要介護者とか身体障がい者、そういった体の不自由な方が対象とい

うで、市街地のタクシーとは別にそういった事業を行っています。今回提案させていただ

いた公共交通空白地の有償事業につきましては、こういった要介護者だけではなく、要支

援とか要介護とか受けていない、もともとそういった認定は受けていないのですけれども、

病院に行かれたりとか、それから買い物に行かれている方々の足がなくなりましたので、

そういった方々の足の確保ということで、ＮＰＯ法人等が実施する事業ということで、町

内のＮＰＯ法人の中でそういった事業を行っていただくということで、今現在その準備を

進めているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ７番、福原議員。 

〇福原議員 先日の120年の式典のときにも札幌浦幌会の会長さんともう一人の方見えて

いました。みのり祭りも毎年かと思っていたのですが、隔年でいらしていたのですね。そ

れで、今年はバスを連ねて皆さんでぜひとも参加したい、120年だからということでお話を

していましたので、隔年ということでなく、東京浦幌会と同じような扱いを私は今後はし

ていただきたいなということで思っております。今副町長のほうからもおっしゃられてい

ましたけれども、物産展にも人集め等々いろいろやっていただいて、町に対しての協力を

していただいているという話も伺っていましたので、ぜひともこれも毎年というか、そう

いったことで補助をつけてほしいというふうに思っております。 

 それと、交通空白地帯なのですが、確かに高齢化して、車のない方も非常にいらっしゃ

います。高齢者の交通事故なんか非常に問題になっております。毎日の生活の中で、病院

ほか、日常生活で買い物したりなんかということも車がなければできないような高齢者も
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ふえていると思います。ですから、障がい者ですとか、身体的に困難な方が優先的に利用

するのかと思われますが、一般の高齢者も線引きすることなく、使いやすい有償運送事業

をやっていただきたいというふうな町民からの要望もありましたので、ぜひともよろしく

どうぞお願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 札幌浦幌会の補助金の問題でありますけれども、本来今までふるさと会につ

きましては、会員の皆さんが会費を集めて自分たちの会の運営を行っていたということで

ありまして、懇親会的な活動をされている中で、それは会費の中で賄っていただくという

ことでありました。今まで２年に１回、ふるさとみのり祭り等々に来るときにどうしても

会費の中ではバスの代金が払えない部分が出てくるので、何とかその分だけでもという話

がありました。そういう面では、ふるさと会の活動を助成するという意味で、２年に１回、

みのり祭りに来てくれる際についてバスの補助金として、全額というわけにいきませんけ

れども、ささやかでありますけれども、その分についての助成をさせていただきたいなと

いうふうに思っていまして、運営費、懇親会的な部分について町の財政をそこに補助する

ということにはならないだろうというふうに思っていますので、ここは浦幌会といろいろ

コンタクトしながら考えていきたいなというふうに思っています。 

〇田村議長 副町長。 

〇山本副町長 公共交通空白地の関係ですけれども、先ほどの説明と繰り返しになります

けれども、まずは福祉有償運送、現在社会福祉協議会が行っているものにつきましてはも

ともと要介護者とか身体障がい者の方の会員ということになっていますので、その方々に

つきましては引き続き社会福祉協議会が行っている有償運送事業を利用いただければとい

うふうに考えています。今回新たに行います過疎地の公共交通空白地有償運送につきまし

ては、これらのように要介護者とかでない一般の方も対象になっておりますので、今後そ

ういった方々にご利用いただけるものというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 ただいまの福原議員の関連なのですけれども、私は以前一般質問したことが

あるのですけれども、そのときはコミバスの実証が済んだら、そういうことについて考え

るというお言葉があったような気がするのです。一度調べていただければわかると思うの

ですけれども、そのときに私提案したはずなのです。こういうことが起こるのではないか

と、それから免許証返還とか、そういうことを私心配。一般の方ですから、極端に体が悪

いとか、極端に介護とかという意味でなくて、今回町長が言われたような形の中で起こり

得ることだろうということで提案したのですけれども、調査もすると言ったはずなのです

けれども、その後何の返答もなかったので、そして今110万円というのが上がってきたので、

私もちょっと気にはなっていたのです。これが町長の好きな費用対効果で言われると、何
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人の方がどのような形で利用されるのかという、細かいことを本当は所管で聞けばよかっ

たのでしょうけれども、今こういう流れになったものですから、ちょっとお聞かせを願い

たいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇山本副町長 市街地の住民の方々の足の確保につきましては、基本的にはコミュニティ

バスということで、市街地の循環につきましては毎週水曜日と土曜日循環させて、ご利用

いただいています。今回タクシーが撤退するということになったものですから、さらにこ

の利用者のもともとタクシーを利用していた方の中でもまだコミバスに乗っていらっしゃ

らない方とかいらっしゃったものですから、職員がそちらのほうのご自宅に伺いまして、

実際にコミバスの乗り方とか、そういったことも体験はしていただいております。ただ、

やはり曜日が限られたりだとか、時間が制限されているものですから、なかなか利用が難

しいということもありました。あわせまして、ほかの方々も含めながら、そういったこと

で実際町が有償運送するのか、それともＮＰＯ法人等がやっていただくという形につきま

してこの２カ月間の中でいろいろ議論してまいりまして、最終的には今緑町にあります特

定非営利活動法人のひだまりさんが月、水、金と３日間、週の間でコミュニティカフェと

いうことで事業を行っています。そこにいらっしゃる方々の送迎をやったりとか、その曜

日が限定はされるのですけれども、その中で一般の方のご利用もできるだろうということ

で、今回こういった形で提案させていただいた次第でございます。 

 また、経費につきましては、それぞれ車両に係ります人件費とか、それから保険のお金

とか、それから燃料代等々ありますけれども、そういったものを積み重ねまして、それか

ら利用いただくときの利用料を収入と見させていただいて、今回このような金額を補助を

していくということで提案させていただいたということになっていますので、ご理解をい

ただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 およそわかりました。そしたら、利用者の方からはいただかないのですか、

やっぱりいただくのですよね。例えばワンコインをいただいて、足りない分を例えば今回

の中で補填していくとか、利用していただける方にその分すると。さらに、そこを補助す

るために保険とかなんとかを今の110万円の中で見ていくというスタイルと考えていいで

すか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇山本副町長 基本的にＮＰＯ法人等が行う事業の中で実費の範囲内でということと、そ

れから営利とは認められない範囲の対価ということになっていますので、もうけというこ

とはできないものですから、現在社会福祉協議会で運行している福祉有償運送につきまし

ても片道250円の往復で500円というようなワンコインで運行を行っておりますので、同じ
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ような形で運行していきたいというふうに考えているところでございます。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 ２点ほどお伺いいたします。 

 まず、１点目です。予算書の11ページ、説明資料20ページの地方創生交付金事業費の委

託料1,937万円とあります。こちら説明資料には都市圏の企業人と町民で地域課題の解決を

図るためのネットワークを組織するというふうに書かれております。非常にいい取り組み

だなというふうに思うのですが、モデル事業の詳細内容、あとその経費の積算内訳、並び

に委託料ということですので、どちらに委託するのかをお聞きいたします。 

 ２点目です。予算書12ページ、説明資料22ページ、児童福祉総務費の中の認定こども園

建設実施設計業務委託料2,900万円とあります。認定こども園の実施設計でまちづくり計画

実施計画にも掲載され、児童育成計画策定委員会も開かれているということですけれども、

策定委員会の中で浦幌町認定こども園園舎等基本計画の素案というものが出されていると

思いますが、その中で冷暖房システムの案があると思いますが、その冷暖房システムの案

の中で浦幌町の林業が盛んな場所においてバイオマスというところが検討されていないと

いう、案として出されていないというところがありましたので、バイオマスの熱利用の案

が出ていない理由についてお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇山本副町長 まず、私のほうから地方創生推進交付金の事業の関係でございます。 

 総体的に1,937万円ということで、事業につきましては４つの事業を考えております。中

で副業、それからボランティアを活用した地方創生のネットワークの構築、これが400万円、

また地方創生キャンプのプログラム開発、こちらのほうで800万円、そしてこれに参加しま

す都会から参加される方々へのＰＲや、それから募集業務に関しまして437万円、そしてあ

わせましてこれのキャンプに参加するに当たっての町民向けの研修会等々で300万円とい

うことで、合計1,937万円ということを予定しております。 

 モデルの形なのですけれども、実際そういったネットワークを構築する中で若者が定着

するようなモデルをつくっていくということで、今後こういったものを詰めていく中で、

例えば後継者対策や、それから町内にあります空き店舗の活用とか、そういったものにつ

ながるものではないかなと、そういったモデルを構築してまいりたいというふうに考えて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 私からは、認定こども園の実施設計に関してのご質問に対しまして

ご説明申し上げます。 

 まず、先ほどご質問の中にもありましたとおり、浦幌町児童育成計画策定委員会におき

まして５月の24日に策定委員会を開催いたしまして、本計画２本立てですけれども、ソフ
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ト面と、それからハード面に係る部分の基本計画を決定をいただきまして、町長に答申を

いただいたところでございます。この基本計画の中に、本町の１次産業である林業に係る

バイオマスのエネルギーに関する活用方法がこの計画にないというご質問だったと思うの

ですけれども、このたび素案を見られているかと存じますけれども、園舎等の基本計画の

中に確かに暖房システムの中には概念図としてＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅとしてのごく一般的な

暖房システムということで、こういった暖房システムがあると計画の中で記載をさせてご

ざいます。また、次のページに行きますと、再生可能エネルギーの活用というところなの

でございますけれども、この中でさまざまな再生可能エネルギーの太陽光から最後はバイ

オマスの熱利用といったところの計画につきましても検討させていただいているところで

ございます。いずれにしましても、この基本計画の中ではこういったさまざまなシステム

があるといったところをのせた中で、今回の実施設計において、熱利用の容量にもよりま

すので、何が一番低コストで、そして維持管理経費がかからないのか、またそして庁内で

何が一番この暖房システムでいいのかといったところの検討をこれから実施設計の中で進

めてまいるという考え方でございますので、基本計画にはのっていないということでござ

います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 副町長。 

〇山本副町長 済みません。私先ほどの説明の中で、沼尾議員のほうからどこに委託する

のですかというお話についてお答えできなかったのですけれども、どこに委託するという

のはまだ今の段階では決まっておりませんけれども、説明の下にありますように、大手Ｉ

Ｔ企業とか、それから製薬会社の方々の協力をいただいているということで、そういった

方々も関連するような地域づくりとか地域おこし関連の方々にそういった業務を委託して

まいりたいというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 地方創生交付金事業費については承知をいたしました。 

 児童福祉総務費の中の認定こども園の実施計画について先ほど答弁をいただきました

が、バイオマス熱利用に関しましても比較表には入っていないが、検討の中には入ってい

るということで答弁をいただきましたが、このようにさまざまな案がある中で決定をして

いくということになるかと思いますが、その決定をしていくスケジュールと決定するプロ

セスについて詳しく決まっていることがありましたら、ちょっとお聞きしたいです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 これから本議会で議決をいただきましたならば、早急に業務のほうを発

注して実施設計のほうに入ってまいりたいと思います。現在は、園舎等の基本計画におき

まして外構及び園舎の平面的な配置図は今基本的なものは決めていただいたというところ
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でございます。今後建設に当たりまして、構造体も含め、先ほどお話のありました暖房シ

ステムであったり、そういった詳細なことは今後これから実施設計の中で詰めていくこと

になっております。その中で、今平面計画が基本的なものは決まってはいるのですが、ま

だ詳細に打ち合わせ、設定をしていかなければならないこともございますので、それら今

後工程を加味しながら検討を重ねてまいりたいと思います。そういった中では、冷暖房シ

ステムがどの場面で何月ごろに検討、設定できるかということにつきまして決定するかに

つきましては今この場で申し上げることはできないかと思います。ただ、構造計画含め、

全体を通して同時並行的に検討の作業のほうは進めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 次に、15ページ、７款１項商工費から20ページ、13款諸支出金、１項過年度支出金まで

の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 補正予算書15ページごらん願います。７款１項商工費、１目商工振興

費1,587万1,000円を追加し、１億8,595万3,000円、内容につきましては説明資料51ページ

の政策等調書に記載のプレミアム商品券発行事業に要する費用を追加するものでございま

す。 

 ２目観光費668万4,000円を追加し、6,850万3,000円、内容につきましては説明資料29ペ

ージから30ページに記載のとおり、産業交流施設のテラス修繕及び表面排水対策工事に要

する費用、レストラン施設内装材の張りかえ及びテーブル等の購入に要する費用並びに留

真温泉の施設修繕料及びサウナ室改修、多目的交流施策外壁塗装工事に要する費用を追加

するものでございます。 

 ８款土木費、２項道路橋梁費、１目土木車両管理費4,595万5,000円を減額し、5,441万円、

内容につきましては説明資料30ページに記載のとおり、除雪トラック更新事業について国

による交付金配当が得られなかったことから、事業を中止し、関係費用を減額するもので

ございます。 

 16ページをごらん願います。２目道路維持事業費5,750万円を追加し、１億4,416万

8,000円、内容につきましては説明資料31ページに記載のとおり、舗装の損傷が著しい町道

の補修及び下頃辺川沿線舗装工事に要する費用を追加するものでございます。 

 ３目道路建設補助事業費8,200万円を追加し、６億380万円、内容につきましては説明資

料31ページから32ページに記載のとおり、町道東山通調査測量設計に要する費用及び橋梁

２橋の踏みかけ版設置に要する費用並びに町道帯富幾千世線舗装修繕に要する費用を追加

するものでございます。 
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 ３項河川費、１目河川管理費1,950万円を追加し、3,564万2,000円、内容につきましては

説明資料32ページに記載のとおり、機能が低下している河川の河道整備及び河岸整備に要

する費用を追加するものでございます。 

 ４項都市計画費、２目公共下水道費260万円を追加し、１億3,739万6,000円、内容につき

ましては公共下水道特別会計繰出金を追加するものでございます。 

 ３目公園緑地管理費150万円を追加し、1,432万4,000円、内容につきましては説明資料

33ページに記載のとおり、東山児童公園トイレの洋式水洗化に要する費用を追加するもの

でございます。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費400万円を追加し、5,450万1,000円、内容につきましては説

明資料33ページに記載のとおり、南町公営住宅屋外階段改修及び吉野公営住宅玄関ドア取

りかえに要する費用を追加するものでございます。 

 ９款１項消防費、３目災害対策費1,890万2,000円を追加し、2,784万4,000円、内容につ

きましては説明資料33ページから34ページに記載のとおり、災害時に使用する浦幌町管内

図の印刷費用、防災行政無線拡声子局の修繕料、自家用電気工作物に係る点検費用、災害

情報伝達手段の基本構想調査業務、防災訓練支援業務、図上訓練運営支援等業務に要する

経費並びに説明資料16ページに記載のとおり、避難所である町内４小中学校の公衆無線Ｌ

ＡＮ整備に要する費用を追加するものでございます。 

 10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費13万9,000円を追加し、6,278万4,000円、内

容につきましては説明資料34ページに記載のとおり、全国コミュニティ・スクール研究大

会出席に要する旅費を追加するものでございます。 

 ２項小学校費、１目学校管理費4,327万7,000円を追加し、１億354万5,000円、内容につ

きましては説明資料35ページに記載のとおり、浦幌小学校教職員住宅新築実施設計、上浦

幌中央小学校教職員住宅新築工事および浦幌小学校屋外、体育館放送設備更新に要する費

用並びに説明資料52ページの政策等調書に記載の学校ＩＣＴ整備事業に要する費用を追加

するものでございます。 

 18ページをごらん願います。３項中学校費、１目学校管理費235万6,000円を追加し、

7,494万1,000円、内容につきましては説明資料35ページから36ページに記載のとおり、上

浦幌中学校ルーフヒーター配電回路修繕、上浦幌中学校雨水桝改修工事及び50インチ液晶

テレビ購入に要する費用を追加するものでございます。 

 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費133万4,000円を減額し、5,795万6,000円、内容につき

ましては説明資料36ページから37ページに記載のとおり、厚内幼稚園閉園に伴い未執行と

なる見込みの予算減額及び給排水、暖房設備の休止に係る費用並びに屋外遊具撤去に要す

る費用を追加するものでございます。 

 ５項社会教育費、２目公民館運営費267万円を追加し、3,638万4,000円、内容につきまし

ては説明資料37ページに記載のとおり、吉野公民館玄関手すり設置、中央公民館２階第４、

第５研修室等の床改修並びに指定寄附に伴う会議用テーブル購入費用を追加するものでご
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ざいます。 

 ７目図書館管理費121万円を追加し、4,168万6,000円、内容につきましては説明資料37ペ

ージから38ページに記載のとおり、教育文化センター昇降機の経年劣化による部品の交換

及び指定寄附に伴う図書購入費用を追加するものでございます。 

 ６項保健体育費、２目社会体育施設費144万3,000円を追加し、7,575万5,000円、内容に

つきましては説明資料38ページに記載のとおり、浦幌パークゴルフ場のバンカー改修費用

及び総合スポーツセンターのＦＦ式温風ストーブ更新に要する費用を追加するものでござ

います。 

 12款１項公債費、１目元金56万4,000円を追加し、６億6,784万5,000円、２目利子124万

6,000円を減額し、5,332万1,000円、これらにつきましては説明資料38ページに記載のとお

り、利率見直し方式による借り入れの地方債について利率の変更に伴い、元金を追加し、

利子を減額するものでございます。 

 20ページをごらん願います。13款諸支出金、１項１目過年度支出金１万7,000円を追加し、

３万7,000円、内容につきましては説明資料39ページに記載のとおり、収入証紙取扱店の廃

止に伴う還付金を追加するものでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 小学校費の教育用タブレットについてお伺いしたいと思います。小学校のタ

ブレット、今回は上浦幌中央小学校20台ということなのですが、何で上浦幌中央小学校だ

ったのですか。それと、令和３年から小学校と中学校ということで順次やっていくという

ことになっていますけれども、こういうのは一緒にやったらどうなのでしょう。検証する

ということで、検証してだめだったら導入しないのかどうか、その辺お伺いしたい。 

 それと、社会教育費の公民館ですが、前回の３月の定例議会の予算審議のときに、吉野

公民館のトイレの関係、洋式化ということで私も言いましたし、ほかの同僚議員も言って

います。この関係は検討されていないのですか、どうなのですか、お伺いしたいと思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 まず、上浦幌中央小学校のＩＣＴ化、タブレットコンピューターの整備

でございますが、ただいまのご質問、なぜ上浦幌中央小学校かというご質問でございます

が、上浦幌中央小学校につきましては既にタブレット等を活用しました授業をいち早く実

践しているというような学校でございます。そのような学校をモデル校に指定しまして、

そしてタブレットパソコンの整備を行い、先進校といたしましてＩＣＴの活用事例、そし

てそれに基づくタブレットパソコン等のスペック、そしてネット環境の検証、そして授業

等におけるアプリケーションソフトウエアの活用状況を検証して、その検証後各小中学校
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に整備をしていきたいというふうに考えているところでございます。 

 いかんせんこのタブレット教育につきましては、今般改正が行われました小学校学習指

導要領において情報活用能力を言語能力等と同様に学習の基盤となる資質、能力と位置づ

け、教科等横断的な視点から育成することとなりました。そのことにつきまして教育のＩ

ＣＴ化に向けた環境整備は不可欠であることとなっております。また、文部科学省につき

ましては、全国の学校の普通教室におきますＩＣＴ環境のステップとしましてステージ１

からステージ４までを掲げておりまして、新学習指導要領の実施に向けて、早急に授業の

展開に応じて必要なときに１人１台の可動式パソコンを整備することが求められておりま

す。そのようなことから、可動式パソコンの整備というものにつきましては文部科学省に

つきましても促進、推進されているような、そういう状況でございますので、まずは上浦

幌中央小学校、そこをモデル校といたしまして、あらゆる検証を行いながらタブレットを

活用した学習を行っていくというようなことで現在予算計上させていただきました。 

 それから、吉野公民館のトイレの洋式化でございますが、これにつきましては吉野公民

館トイレの洋式化、ほかに各公共施設のトイレの洋式化も課題になっております。総体的

に各施設の洋式化の優先順位、その辺のところを十分に検討しながら、まず洋式化、どこ

が優先順位として最初に手をつけないとならないのか、その辺のところを検討してまいり

ながら、洋式化に向けた計画を実施してまいりたいと考えていますので、よろしくお願い

いたします。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 まず、タブレットの関係、導入台数20台と、今までもやってきているのだと

いう説明ですが、20台というのは20人の子どもに20台ということなのですか。 

 それとあと、吉野の公民館の関係、今後検討してまいるということですが、３月に予算

委員会やって予算審議やって、そして今まで約３カ月もたっていると。優先順位なんてバ

リアフリーに対してつくのかどうか、もっと慎重に考えてほしいと思うのです。皆さんや

っぱり困っているから、一年でもというか、少しでも早くということで口そろえて言って

いるのですから、検討、検討はわかるのですけれども、今度の９月でも12月でもいいです。

補正でもして、少しでも老人の方に快いトイレといいますか、中央公民館だけやればいい

というものでないです。前からそうやって言っているのだけれども、まだこれから検討す

るといったら、いつのことになるのだかわからないです。その辺についてお願いしたいと

思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 まず、タブレットパソコンの20台の台数でございますが、現在上浦幌中

央小学校の生徒につきましては32人、それから教員につきましては８人と、児童、それか

ら教員で合計40人になります。それで、生徒につきましては２人に１台のタブレットが供

給されるというような形で考えておりますが、しかしながら授業中に全ての児童が同時に
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タブレットを使うということはまずあり得ませんので、一つの授業につきましては大体各

児童が１人１台タブレットを持ちながら学習できるかなというふうに考えております。 

 また、先ほど吉野公民館の洋式化、優先順位ということを私のほうから説明させていた

だきましたが、公共施設につきましてはまだ洋式化になっていないところがあります。そ

の中で洋式化を行うに当たりまして、公共施設の中で優先順位というのはどこをまず最初

に洋式化をしていかないとならないかというところを検討していきたいというようなこと

での説明でございますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 これ誰に聞いたらいいのですか、公共施設というと町長部局もありますし、

この辺はっきりした答弁をお願いしたいと思うのです。その辺についてお願いしたい。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 洋式化の問題については誰もが望んでいるところでありまして、議員の皆さ

んからもご指摘を受けているところであります。ご存じのとおり、予算があれば全て一気

にやるというのは当然ですけれども、これは町の予算としてできないということも現実で

ありまして、それは順次早急に図っていきたいとは思いますけれども、そこは優先順位を

しっかり見きわめながら進めていかなければ町の予算がもたないということもご存じだろ

うと思います。そういうことを含めて、計画的に洋式化を図ってまいりたいというふうに

答弁をさせていただいているところであります。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 16ページの１の河川管理費で資料32ページの河川管理費というところで確認

したいと思いますが、７カ所の防災に対する河川機能の低下を考えてこういった事業をさ

れるということですが、このことについてもう少し掘り下げて説明をいただきたいことと、

それと今後河川の防災に関して堤防の土手の補修というのですか、そういったものへ取り

組む考え方を持っているかどうかということもお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 ただいまのご質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 今回河川管理費におきまして機械借り上げ料といたしまして1,700万円、工事請負費とい

たしまして250万円、こちらのほうを計上させていただきました。浦幌町の町内には215も

の河川が管理上河川としてございます。その中でも今回計上させていただきましたのは、

これまでも数多くの洪水によって畑地が被害をこうむるだとか、河川が埋塞してしまって

すぐに増水した水があふれてしまうですとか、そういった箇所にかかわる要望のあったと

ころに対し現地を確認させていただいて、緊急度の高いもの、そういったものを計上させ

ていただきました。今後におきましても、この内容をやれば河川に対して全ての防災機能

が確保できるというものではなくて、今計上できる最大限の措置として今回この河川を抽
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出して、手当てをまずはさせていただきたいということで提案をさせていただいていると

ころでございます。 

 それとあと、この河川の構造的な堤防を設けるというお話でございますけれども、道河

川のようなああいった計画的なものとしての堤防河川というものは河川法にのっとった事

業ですとか、そういったものでなければなりません。今議員がおっしゃられたのは、恐ら

くは川の高さが浅くて、すぐにあふれてしまうところに対しては盛り土的な形をもって河

道を設けると、越水しないような形を設ける、そういった措置をやる考えはないのかとい

うことだと思いますけれども、この機械借り上げ料、工事請負費におきまして手当てして

いる部分、区間におきましてはそういった意味も考慮しながら対応しているところでござ

います。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 ちょっと理解できないので、もう一回確認させていただきます。 

 私が言っているのは、この事業についてはわかりました。それで、ここは地域住民の方

からどうなのだということで聞かれたところなのですけれども、浦幌川の統太橋の南西部

のほうになりますか、その辺が統太橋の近くで堤防が決壊したことがあるということで、

最近大手の畜産業者が統太地区に来たということで、一般車両もそこは利用するのだけれ

ども、大手の車両もそこを利用しているのだと、そんなようなことで堤防が下がってきて

いるのではないかというようなご懸念をされているわけです。ですから、そういったこと

で、地域の住民からすれば過去にそういった事例があるとどうしても不安というのは持た

れていると思うのです。そういうことで、私は今この事業も大変必要で意義のあるもので

あるけれども、今後住民が不安に思っているような、そういったところについては聞き取

りなど住民の意向を十分聞いた上で、そういった事業も今後やっていただきたいというこ

とを言っているわけです。その辺についてちょっと考え方をお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 今堤防のお話でございますけれども、統太橋の南西部、今お伺いした中

で私が思い浮かんだのは、浦幌川の堤防に関することであろうかと思います。まず、町河

川であったならば、そういった当該場所がありましたならば、今現在は私としては把握し

てございませんので、そういった箇所について、申しわけございませんけれども、情報の

提供をいただき、現地確認した後、必要であればそういった対処は早急にさせていただき

たいというふうに思っております。また、浦幌川という道河川に対してのことでありまし

たならば、古い時代に、私が今思い浮かべている場所とはもしかすると場所が少し違うの

かもしれませんけれども、確かに浦幌川の今出てきている地区で古い時代に築堤が破綻し

て、その後に今の堤防ができているという実態は私としては認識をしてございます。ただ、

その堤防自体が今低下をしていて、洪水、越水するという状況にあるというふうには私と
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しては、洪水のたびに点検にも、私自身も見ているのですけれども、そういった状況にあ

るというふうには私としては認識をしたことはございません。また、北海道のほうからも

そういった対象箇所があるというような情報も私はいただいておりません。もしありまし

たならば、そういった情報も提供いただければ、まだ改めて確認のほうをさせていただき

たいと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 先ほどもありました学校ＩＣＴ整備事業について何点かお聞きしたいと思い

ます。このＩＣＴ整備事業に関しては、大変すばらしい事業だと思っておりまして、ぜひ

やってもらいたいなと考えているのですが、２点ほど。 

 導入するタブレットのＯＳ、ストレージ、詳細スペック等をまず教えていただければな

と思います。 

 ２点目、このタブレットを使って具体的に小学生たちは何を、どんなことを行っていく

予定であるのかお答えいただければなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 導入タブレットにつきましては、アイパッドでございます。アイパッドの64ギガバイト、

この機種を整備予定ということでございます。 

 それから、このタブレットを使って具体的な学習内容ということでございますが、この

内容につきましてはそれぞれアプリケーションソフトという学習用の教材がございます。

その教材を活用しまして学習を行ったり、または端末のタブレットから大型画面に映し出

して、黒板、チョークというようなものでなくて電子黒板的な使い方、はたまた動画です

とか、画像ですとか、音声ですとか、そういうような子どもたちが興味を引くような、そ

ういう学習方法が可能かなと思います。このような学習方法を上浦幌中央小学校に今年度

につきましては検証していただきながら、そしてよりよいＩＣＴ環境の整備に努めていく

という内容でございますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 ありがとうございます。確認なのですが、上浦幌中央小学校はこれまでもタ

ブレットを使っていろいろなことをやっていたのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 上浦幌中央小学校につきましては、現在タブレットを使っての学習を行

っていますが、しかしながらタブレットが完全に整備されてはいませんので、本当に少数

の台数の中でやっているような状態でございますので、今回このように整備をいたしまし

て上浦幌中央小学校でタブレットを使った学習の検証というような形で考えております。 
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 以上です。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 引き続きＩＣＴ事業についてご質問させていただきたいのですけれども、ご

質問というよりご提案という形になるかもしれませんけれども、ＩＴ、タブレット等々に

触れることによって便利な面はもちろん過分にあるのですけれども、片やリスクもあると

いうふうに考えております。もちろん学校で使うものに関してはフィルタリング等々、悪

質な情報に触れないような対策はされているのだとは思うのですけれども、そのあたりの

情報リテラシーというところを子どもたちに伝える機会というのはお持ちになっているの

かどうか質問させていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 あくまでもタブレット活用と、それは学校でのタブレットの活用ですので、その辺のタ

ブレットを使うマナー、ルールにつきましては学校のほうでしっかりと子どもに指導しな

がらタブレットを使っていくというような内容にしていきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 ありがとうございます。恐らく、うちの子なんかもそうなのですけれども、

学校で触れると家に帰ってからというようなことももちろんあるのかなと。ただ、親御さ

ん、保護者の方々がそういうタブレットに疎いとフィルタリング等々を把握されていない

ことも多いのかなという気がしております。別にそこの手段の話の議論をしたいわけでは

ないのですけれども、地方創生推進交付金事業で、今年来られるかどうかわかりませんけ

れども、大手ＩＴ企業の方々がもし来られるというのであれば、情報リテラシーですとか、

そういった情報の扱いのプロなのだと思いますので、そういった方々のお知恵をおかりす

るとよりよいものになるのではないかなというふうに考えております。そういったことも

ご検討いただければと思います。よろしくお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいま高橋議員からおっしゃられた内容につきましては、十分参考に

していきながら、子どもがタブレットを使うということにつきましては教育というような

面からも、いろんな子どもに対しての害を及ぼすものがあろうかと思いますので、それに

つきましては情報リテラシー、その辺のところにつきまして十分しっかりとやっていきた

いと考えておりますので、よろしくお願いします。 

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 質疑なしと認めます。 
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 ここで一般会計補正予算全体を通じての質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「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43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をお願いします。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時３６分  休憩 

午後 ２時５５分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 

    ◎日程第２１ 議案第４４号 

〇田村議長 日程第21、議案第44号 令和元年度浦幌町町有林野特別会計補正予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 議案書の21ページをごらん願います。あわせまして、議案説明資料40ペ

ージをごらん願います。議案第44号 令和元年度浦幌町町有林野特別会計補正予算。 

 元号を改める政令（平成31年政令第143号）により、元号が令和に改められたことから、

平成31年度浦幌町町有林野特別会計予算全体における元号の表示については、令和に統一

する。 

 令和元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に歳入歳出それぞれ953万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ１億2,749万3,000円とする。 
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 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和元年６月10日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに23ページの歳入歳出補

正予算事項別明細書、１、総括につきましては、説明を省略させていただきます。 

 このたびの補正の内容につきましては、議案説明資料に記載しておりますとおり、林業

専用道オコッペ297林班線開設に係る路線延長の増に伴う関連事業費の追加、またこれらに

伴います補助金並びに基金繰入金を追加するものでございます。 

 24ページをごらん願います。２、歳入、１款道支出金、１項道補助金、１目造林補助435万

円を追加し、7,087万7,000円、内容といたしましては路線開設に係る延長の増に伴う補助

金の追加でございます。 

 ３款繰入金、２項１目基金繰入金518万円を追加し、2,321万4,000円でございます。 

 ３、歳出、２款１項財産造成費、１目造林費953万円を追加し、9,994万1,000円、内容と

いたしましては路線開設に係る延長の増に伴います測量調査委託料及び工事請負費の追加

の内容でございます。 

 以上で補正予算の説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第44号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２２ 議案第４５号 

〇田村議長 日程第22、議案第45号 令和元年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予

算を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 議案書25ページをお開き願います。あわせまして、説明資料は41ページ

をごらん願います。議案第45号 令和元年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算。 
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 元号を改める政令（平成31年政令第143号）により、元号が令和に改められたことから、

平成31年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算全体における元号の表示については、令

和に統一する。 

 令和元年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第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32万4,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ７億3,355万9,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和元年６月10日提出、浦幌町長。 

 26ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに27ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書、

１、総括につきましては、説明を省略させていただきます。 

 28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32万4,000円を追加し、6,139万3,000円、一般会計からの事務費繰入金でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費32万4,000円を追加し、2,677万

3,000円、説明資料41ページ記載のとおり、国民健康保険税の応益割に係る旧被扶養者減免

の減免期間が見直しされたため、システム改修をするための業務委託料を追加するもので

ございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「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45号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２３ 議案第４６号 

〇田村議長 日程第23、議案第46号 令和元年度浦幌町介護保険特別会計補正予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 
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 町民課長。 

〇鈴木町民課長 議案書は29ページ、説明資料は42ページをお開き願います。議案第46号 

 令和元年度浦幌町介護保険特別会計補正予算。 

 元号を改める政令（平成31年政令第143号）により、元号が令和に改められたことから、

平成31年度浦幌町介護保険特別会計予算全体における元号の表示については、令和に統一

する。 

 令和元年度浦幌町の介護保険特別会計補正予算（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32万4,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ６億6,854万8,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和元年６月10日提出、浦幌町長。 

 次の30ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに31ページの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、説明を省略させていただきます。 

 32ページをお開き願います。２、歳入、１款１項介護保険料、１目第１号被保険者介護

保険料427万6,000円を減額し、１億1,340万7,000円、先月の第３回臨時議会におきまして

議決をいただきました介護保険条例の一部改正によりまして、所得段階の第１段階から第

３段階の介護保険料の軽減を拡充するため、介護保険料を更正減するものでございます。

内容につきましては、説明資料42ページに記載のとおりでございます。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金460万円を追加し、１億2,514万

8,000円、低所得者保険料の軽減拡充に伴うものと事務費の繰入金の内容でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費32万4,000円を追加し、1,557万

5,000円、10月に予定されている消費税10％引き上げに合わせて行う介護報酬の改定に伴

い、システムを改修するための業務委託料を追加補正するものでございます 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「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46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。 



－ 62 － 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２４ 議案第４７号 

〇田村議長 日程第24、議案第47号 令和元年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町立診療所事務長。 

〇新川診療所事務長 補正予算書33ページをお開き願います。説明資料につきましては

43ページをごらんください。議案第47号 令和元年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正

予算。 

 元号を改める政令（平成31年政令第143号）により、元号が令和に改められたことから、

平成31年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算全体における元号の表示については、令和

に統一する。 

 令和元年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計補正予算（第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4,780万円を追加し、歳入歳出の総額を

歳入歳出それぞれ３億4,633万1,000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。 

 （地方債） 

 第２条 地方債の追加は「第２表 地方債補正」による。 

 令和元年６月10日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正は、説明を省略させていただ

きます。 

 35ページをごらん願います。第２表、地方債補正。起債の目的、緊急防災・減災対策事

業、非常用発電機設置事業、限度額4,780万円、起債の方法、証書借り入れまたは証券発行、

利率、5.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行

った後においては、当該見直し後の利率）、償還の方法、政府資金または金融機関等の融通

条件による。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上

償還または低利債に借りかえすることができる。 

 次のページをごらん願います。歳入歳出予算事項別明細書、１、総括につきましては、

説明を省略させていただきます。 

 このたびの補正予算の内容につきましては、説明資料に記載のとおり、非常用発電機設

置に係る追加補正をする内容でございます。 

２、歳入、４款１項町債、１目浦幌町立診療所整備事業債4,780万円、非常用発電機設置
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に係る事業債でございます。 

 ３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費4,780万円を追加し、１億1,282万4,000円、

説明資料に記載してございますが、地震、台風などの災害時において停電の際、入院及び

外来患者の処置に支障を来さないよう、万全な体制で処置対応できるよう、非常用発電機

設置に係る13節、設計委託料及び15節工事請負費を追加補正するものでございます。 

 歳入につきましては、緊急防災・減災対策事業債を充当するものです。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 先ほど町長の執行方針の中でも非常用発電機設置について触れておりますけ

れども、昨年の９月に発生した長期間のブラックアウトの状況を踏まえての対応として考

えたと思いますが、このことについて２点ほどお伺いしたいと思います。 

 昨年の停電による状況とどのような影響があったのか。それと今設置の非常用自家発電

機の容量と使用時間などを教えていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 診療所事務長。 

〇新川診療所事務長 ただいまのご質問ですが、昨年９月６日早朝から停電状態になりま

して、翌日の７日深夜まで停電が続きました。停電の後、自動的に今の非常用自家発電機

が起動いたしました。通電したのは、事務室から外来診察室までと、あと手術室、これが

配電されました。しかし、病室ですとか、あとナース詰所、これについては通電されない

ような状況でございました。このことによりまして、病棟ですとか病室の照明、それとか

ナースの詰所、ステーションあるのですが、そこが通電されていないということで、電子

カルテですとか、あと心電図関係、これがモニターが見れないというような状況でござい

ました。そして、自動ドアの開閉が手動になりますので、そういった面でセキュリティー、

これが手薄になるということもちょっと懸念されました。あと、給食につきましては、本

所内の厨房を使用した形で業者が委託の対応してございます。プロパンガスを使用してい

ますので、調理はできました。しかしながら、さらに長時間になると厨房の冷蔵庫とか冷

凍庫、それと保冷品である医薬品関係、これが保存状態も危惧されるような状況でござい

ました。 

 また、現在の自家用発電機の容量と使用時間ということでございますけれども、これに

つきましては平成10年度、診療所が移設された当時のものでございまして、診療所屋上に

ありまして、ディーゼルエンジンを使用いたしまして、容量は80ＫＶＡということで、軽

油が満タンで75リッター、これが入りまして、満タンで約６時間程度稼働継続可能という

ような状況でございます。いずれにしても、停電時には自家用発電機は自動に起動すると

いうような状況にはなってございます。 

 以上です。 
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〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 今回この補正すると容量も大きくなると思われます。診療所全体をカバーで

きるものなのかなと思うのですが、どのぐらいの時間なのか。 

 それとあと、この財源について緊急防災・減災事業債を充当するということですが、こ

の財源内訳についてお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 診療所事務長。 

〇新川診療所事務長 今回設置する発電機なのですが、中身につきましては説明資料のほ

うに記載してございます。基本的に今屋上のほうにあるのですが、今回設置するものは、

例えば今あるものの横に増設というのですか、そういった形はスペースも狭いですし、あ

と建物の構造上さらに重量をかけるということはできないという形になるものですから、

これは庁舎に今あるように、６時間という仕様のものだったのですが、今度は庁舎と同じ

ように長い時間ずっとということになれば、当然ながら継続的にやるとすれば多量の燃料

が必要になるということでございまして、これにつきましては地下に燃料のタンクがござ

いますので、そこと接続するようなことをしまして、別建物で設置するというような形で、

持続時間、燃料を補給しますが、基本的にはずっと長い時間できるというような形になり

ます。 

 以上です。 

〇田村議長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの歳入の緊急防災・減災対策事業の関係でございますが、こ

の起債につきましては充当率が100％、その後償還に対しまして交付税で70％が措置される

といった内容のものとなってございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 よくわかりました。災害はいつ発生するかわからないので、昨年のような停

電による影響を考えると町民の方が安心して生活できるように医療体制を整えることが重

要であると思います。いつ停電が発生しても患者の対応に支障がないように、今後も万全

な体制でお願いしたいと思います。 

〇田村議長 診療所事務長。 

〇新川診療所事務長 安藤議員が言われたとおり、過去には本当に例を見ない。昨年のよ

うな長時間にわたる停電ということはございませんでした。ですが、またこのような長時

間にわたる停電が災害によっていつ発生するかわからないというようなことは事実だなと

いうふうに思っています。そういうことを考えますと、先ほどちょっと説明いたしました

ことへの影響ですとか心配、こういったものを払拭しまして、今後とも町民の皆様方に浦

幌町唯一の地域密着型の診療所として、安心して町民の皆さんが生活できるような医療体

制の整備、充実をしてまいりたいと思います。 
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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、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２５ 議案第４８号 

〇田村議長 日程第25、議案第48号 令和元年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 議案書の38ページをごらん願います。あわせまして、説明資料は44ペー

ジをごらん願います。議案第48号 令和元年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算。 

 元号を改める政令（平成31年政令第143号）により、元号が令和に改められたことから、

平成31年度浦幌町浦幌町公共下水道特別会計予算全体における元号の表示については、令

和に統一する。 

 令和元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に歳入歳出それぞれ260万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ２億5,073万6,000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。 

 令和元年６月10日提出、浦幌町長。 

 39ページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに40ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書

の１、総括につきましては、説明を省略させていただきます。 

 41ページをごらん願います。このたびの補正につきましては、総務大臣通知により、人

口３万人未満の自治体に対しましても公営企業会計への移行が要請されたことから、公営

企業会計適用の意義、効果、会計適用における課題整理と基本方針の検討及び法適化基本

計画の策定に係る経費を追加補正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260万円を追加し、１億
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3,739万6,000円、一般会計からの繰入金の追加でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費260万円を追加し、720万6,000円、

公営企業会計基本計画策定に伴う委託料の追加でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 公共下水道も次の個別排水、それから簡易水道も含めて公営企業会計基本計

画策定業務委託ということなのですがも、これは多分業者の方に委託されるのだろうと思

うのですけれども、どのような業者になるのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 まだ業者自体は、当然でございますけれども、決定をしているわけでは

ございません。総体的に水道の会計システムに明るい、また法規的なもの、そういったも

のにも明るい、そういった多方面に精通した業者、そういったところの協力を求めながら

策定業務の事柄を委託をしてまいり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、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２６ 議案第４９号 

〇田村議長 日程第26、議案第49号 令和元年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算を

議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 議案書の42ページをごらん願います。あわせて、説明資料は45ページを

ごらん願います。議案第49号 令和元年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算。 

 元号を改める政令（平成31年政令第143号）により、元号が令和に改められたことから、

平成31年度浦幌町個別排水処理特別会計予算全体における元号の表示については、令和に
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統一する。 

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

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ180万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ5,262万7,000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。 

 令和元年６月10日提出、浦幌町長。 

 43ページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに44ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書

の１、総括につきましては、説明を省略させていただきます。 

 このたびの補正につきましては、公営企業会計適用の意義、課題等整理、検討及び法適

化基本計画の策定に係る経費を追加補正をさせていただくものでございます。 

 45ページをごらん願います。２、歳入、４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金180万円を追加し、3,000万5,000円、一般会計からの繰入金の追加でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費180万円を追加し、254万円、

公営企業会計基本計画策定に伴う委託料の追加でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２７ 議案第５０号 

〇田村議長 日程第27、議案第50号 令和元年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 議案書の46ページをごらん願います。あわせて、説明資料は46ページを
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ごらん願います。議案第50号 令和元年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算。 

 元号を改める政令（平成31年政令第143号）により、元号が令和に改められたことから、

平成31年度浦幌町簡易水道特別会計予算全体における元号の表示については、令和に統一

する。 

 令和元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275万2,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ４億873万6,000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。 

 令和元年６月10日提出、浦幌町長。 

 47ページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに48ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書

の１、総括につきましては、説明を省略させていただきます。 

 49ページをごらん願います。このたびの補正につきましては、公営企業会計適用の意義、

課題等整理、検討及び法適化基本計画の策定に係る経費並びに行政報告させていただいた

内容でございますけれども、過年度における過誤納が判明したため、還付に要する経費を

追加補正させていただくものでございます。 

 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275万2,000円を追加し、

１億7,715万9,000円、一般会計からの繰入金の追加でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費260万円を追加し、3,280万

4,000円、公営企業会計基本計画策定に伴う委託料の追加でございます。 

 ４款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目過誤納還付金15万2,000円を追加し、20万

2,000円、過誤納が判明したため、不足分について追加補正するものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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、本案は原案のとおり可決されました。 
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    ◎日程第２８ 同意第５号 
〇田村議長 日程第28、同意第５号 浦幌町公平委員会委員の選任につき同意を求めるこ

とについてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〇水澤町長 同意第５号 浦幌町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについ

て。 

 浦幌町公平委員会の委員、中川はるみは、令和元年６月26日をもって任期満了となるの

で、浦幌町公平委員会委員に次の者を選任することについて、地方公務員法第９条の２第

２項の規定により議会の同意を求める。 

 令和元年６月10日提出、浦幌町長。 

 住所は浦幌町字住吉町64番地の25、氏名につきましては中川はるみ、生年月日は記載の

とおりであります。 

 任期は、令和元年６月27日から令和５年６月26日であります。 

 再任でありますので、議員各位の同意を賜りますようよろしくお願いを申し上げまして

提案とさせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、これより質疑、討論を省略し、採決を行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、同意第５号は原案のとおり同意することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第２９ 同意第６号 
〇田村議長 日程第29、同意第６号 浦幌町公平委員会委員の選任につき同意を求めるこ

とについてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〇水澤町長 同意第６号 浦幌町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについ

て。 

 浦幌町公平委員会の委員、飯居暢は、令和元年６月26日をもって任期満了となるので、

浦幌町公平委員会委員に次の者を選任することについて、地方公務員法第９条の２第２項

の規定により議会の同意を求める。 

 令和元年６月10日提出、浦幌町長。 

 住所は、浦幌町字吉野196番地５であります。氏名につきましては、岡﨑浩明であります。

生年月日は記載のとおり。 

 任期につきましては、令和元年６月27日から令和５年６月26日までであります。 
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 新任でありますので、議員各位の同意を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、これより質疑、討論を省略し、採決を行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、同意第６号は原案のとおり同意することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第３０ 同意第７号 
〇田村議長 日程第30、同意第７号 浦幌町公平委員会委員の選任につき同意を求めるこ

とについてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〇水澤町長 同意第７号 浦幌町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについ

て。 

 浦幌町公平委員会の委員、木下貞雄は、令和元年６月26日をもって任期満了となるので、

浦幌町公平委員会委員に次の者を選任することについて、地方公務員法第９条の２第２項

の規定により議会の同意を求める。 

 令和元年６月10日提出、浦幌町長。 

 住所は、浦幌町字栄町44番地１であります。氏名につきましては久保博史、生年月日は

記載のとおりであります。 

 任期につきましては、令和元年６月27日から令和５年６月26日までであります。 

 新任でありますが、議員各位の同意を賜りますようよろしくお願いを申し上げ、提案と

させていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、これより質疑、討論を省略し、採決を行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、同意第７号は原案のとおり同意することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第３１ 同意第８号 
〇田村議長 日程第31、同意第８号 浦幌町監査委員の選任につき同意を求めることにつ

いてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〇水澤町長 同意第８号 浦幌町監査委員の選任につき同意を求めることについて。 

 浦幌町監査委員、神谷敏昭は、令和元年７月11日をもって任期満了となるので、浦幌町
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監査委員に次の者を選任することについて、地方自治法第196条第１項の規定により議会の

同意を求める。 

 令和元年６月10日提出、浦幌町長。 

 識見を有する委員であります。住所につきましては浦幌町養老211番地、氏名は神谷敏昭

であります。生年月日につきましては記載のとおりでありますが、ごらんおき願いたいと

思います。 

 任期は、令和元年７月12日から令和５年７月11日までであります。 

 再任でありますので、議員各位の同意を賜りますようよろしくお願い申し上げ、提案と

させていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、これより質疑、討論を省略し、採決を行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、同意第８号は原案のとおり同意することに決定をいたしました。 

 

    ◎休会の議決 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 お諮りをいたします。あすから６月16日までの６日間、議事の都合により休会とし、６

月17日午前10時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、あすから６月16日までの６日間、議事の都合により休会とし、６月17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 ３時４１分 


