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平成３０年第２回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

平成３０年６月１１日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 １時３０分 

 

〇議事日程 

 日程第 １ 議会運営委員長報告 

 日程第 ２ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ３ 会期の決定 

 日程第 ４ 諸般の報告（議長） 

 日程第 ５ 行政報告（町長） 

 日程第 ６ 報告第 ３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 ４号 平成２９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 報告第 ５号 権利の放棄について 

 日程第 ９ 議案第３４号 浦幌町総合振興計画審議会条例の一部改正について 

 日程第１０ 議案第３５号 浦幌町税条例の一部改正について 

 日程第１１ 議案第３６号 浦幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営 

に関する基準を定める条例の一部改正について 

 日程第１２ 議案第３７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１３ 議案第３８号 浦幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運 

営に関する条例の一部改正について 

 日程第１４ 議案第３９号 浦幌町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設 

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る 

介護予防のための効果的な支援の方法に関する条例の一部 

改正について 

 日程第１５ 議案第４０号 浦幌町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営の基準等 

に関する条例の一部改正について 

 日程第１６ 議案第４１号 財産の取得について 

              （デジタルレントゲンシステム） 

 日程第１７ 議案第４２号 財産の取得について 

              （ホイールローダー） 

 日程第１８ 議案第４３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１９ 議案第４４号 平成３０年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第２０ 議案第４５号 平成３０年度浦幌町町有林野特別会計補正予算 
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 日程第２１ 議案第４６号 平成３０年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算 

 日程第２２ 議案第４７号 平成３０年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 日程第２３ 議案第４８号 平成３０年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第２４ 議案第４９号 平成３０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５０号 平成３０年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 日程第２６ 同意第 １号 浦幌町固定資産評価審査委員会の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（１０名） 

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

    ４番  安  藤  忠  司     ５番  二  瓶     隆 

    ６番  福  原  仁  子     ７番  杉  江     博 

    ８番  河  内  富  喜     ９番  阿  部     優 

   １０番  森     秀  幸    １１番  田  村  寛  邦 

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇出席説明員 

    特 別 職 

     町    長   水  澤  一  廣 

     副  町  長   鈴  木  宏  昌 

 

    町 部 局 

     総 務 課 長   獅 子 原  将  文 

     総 務課参事   沼  袋     晋 

     まちづくり政策課長   山  本  輝  男 

          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   大  山  則  幸 

          診療所事務長      新  川  寿  雄 

 

    教育委員会 

          教  育  長      久  門  好  行 
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     教 育 次 長   熊  谷  晴  裕 

 

    農業委員会 

     会    長   小  川  博  幸 

          事 務 局 長      佐  藤  勇  人 

 

    監 査 委 員 

     代表監査委員   神  谷  敏  昭 

 

〇出席議会事務局職員 

     局    長   小  島  師  紀 

     議 事 係 長   中  田     進 



－ 4 － 

開会 午前１０時００分 

    ◎開会の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は10名です。 

 定足数に達しておりますので、本日をもって招集されました平成30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。 

 河内委員長。 

〇河内議会運営委員長 議会運営委員長報告をいたします。 

 平成30年第２回浦幌町議会定例会の運営について、６月４日、議会運営委員会を開催し、

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

て協議をいたしましたので、報告をいたします。 

 本定例会は、諸般の報告、行政報告に続き、報告第３号から第５号までの３件、一般議

案、第34号から第43号までの10件、平成30年度一般会計及び各特別会計補正予算の議案、

第44号から第50号までの７件、同意第１号の１件を予定しております。議会提出は、発議、

発委等であります。以上の内容を踏まえ、会期は本日から６月18日までの８日間でお願い

いたします。次に、一般質問でありますが、６月15日を予定しております。 

 また、会議録署名議員につきましては、順番に指名されるよう議長に申し入れておりま

す。 

 以上、議会運営委員会の協議結果であります。議員各位のご協賛を賜りますようお願い

申し上げて議会運営委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 会議録署名議員の指名 

〇田村議長 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期会議録の署名議員は、会議規則第126条の規定により、４番、安藤忠司議員、５番、

二瓶隆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。 
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 お諮りをいたします。本定例会の会期は、本日から６月18日までの８日間にしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から６月18日までの８日間と決定をいたしました。 

 

    ◎日程第４ 諸般の報告 

〇田村議長 日程第４、諸般の報告を事務局長より行わせます。 

〇小島議会事務局長 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、平成30年５月28日付で町長並びに教育委員会教育長、

農業委員会会長、代表監査委員に出席の要求をいたしております。 

 次に、平成30年５月16日から平成30年６月10日までの１の議長等の動静、２の議員の派

遣結果報告及び３の議長が決定した議員の派遣結果報告につきましては、お手元に配付の

とおりでありますので、ごらん願います。 

 次に、４のその他の報告をいたします。平成30年５月16日開会の第１回町議会臨時会で

可決されました北海道主要農作物種子条例の制定に関する要望意見書の提出についてにつ

きましては、同日付で北海道知事に提出しております。 

 次に、北海道町村議会議長会表彰規定により議員25年以上として田村議長、15年以上と

して森副議長、杉江議員、福原議員の３名が自治功労表彰を受賞しております。また、議

会が編集発行しておりますうらほろ議会だよりについて優良議会広報表彰による特選を受

賞しております。 

 次に、監査委員から提出のあった平成29年度２月分から平成29年度４月分及び平成30年

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

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。 

 平成30年５月16日から平成30年６月10日までの町長等の動静につきましては、お手元に

配付のとおりでありますので、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５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、交付金事業相川川西線調査測量設計委託業務ほ
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か５件であります。 

 ４の物品購入入札結果につきましては、コンビスチーマー購入１件であります。 

５のその他については、特段にありません。 

 以上で行政報告とさせていただきます。 

〇田村議長 これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第６ 報告第３号 

〇田村議長 日程第６、報告第３号 株式会社ユーエム経営状況等報告についてを議題と

いたします。 

 提出者からの報告を求めます。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、議案書の１ページをごらんください。報告第３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29年度決算及び平

成30年度事業計画を次のとおり報告する。 

 平成30年６月11日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんください。経営状況等報告。平成29年４月１日から平成30年３月31日

まで。１、平成30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。 

 （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23名、女性10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、ふるさと納税の記念品の受注が前年度を大きく下回り、回

復しないまま経過しました。大手百貨店等との提携によるお中元、お歳暮はセット内容、

販売金額の見直しを行った結果、特にお歳暮は前年度の2.5倍の注文がありました。ギョウ

ジャニンニクにつきましては、生食の注文が年々ふえており、原料ともども前年度を上回

ることができました。 

 （３）健康湯事業については、大人の町内分が前年度を下回りましたが、これは留真温
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泉への運行バスの日と合致しております。事業的には、それぞれ節減の努力により経営は

安定しております。 

 次のページをごらんください。平成30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29年４月１日から平成30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

4,876万2,645円、売り上げ原価は1,753万1,638円、販売及び一般管理費は１億2,633万

1,668円、営業利益は489万9,339円、営業外損益、営業外収益は17万8,510円、営業外費用

は６万7,825円、経常利益が501万24円になりました。法人税等充当額が135万6,707円、当

期純利益が365万3,317円、前期繰越利益がマイナス2,384万8,058円、当期未処分利益がマ

イナス2,019万4,791円でございます。 

 次のページをごらんください。平成30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持ち、業務の推進を図ります。 

 ２、販売事業については、ふるさと納税の記念品について29年度は大きく減少しました

ので、５月からは内容、金額の見直しを図り、冷凍３品目、冷蔵、常温の計５品目にふや

して裾野を広げております。ギョウジャニンニクについては、生食の需要が年々ふえてお

り、今年度の採取量は前年の約２倍となりました。今年度の取り組みとしては、記載の４

点を柱として行ってまいります。 

 ３、健康湯事業については、公平、公正な取り扱いと接遇の向上によりリピーターをふ

やす取り組みを進めてまいります。前年度の町内の大人は、１日平均20名の利用がありま

す。今後もより多くの利用をいただけるよう努力してまいります。 

 次のページをごらんください。平成30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3,500万円、受託事業及び指定管理事業が１億3,203万7,328円、事業収

入を合計いたしまして１億6,703万7,328円、事業支出の販売事業の商品及び原料費が

2,200万円、営業経費及び管理費が670万円、計2,870万円、受託事業及び指定管理事業の各

事業所支出経費が１億2,483万7,328円、一般管理経費が720万円、計１億3,203万7,328円、

事業支出を合計いたしまして１億6,073万7,328円、粗利益は630万円でございます。 

 次のページの平成30年５月28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３号を終わります。 

 

    ◎日程第７ 報告第４号 
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〇田村議長 日程第７、報告第４号 平成29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４号 平成29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29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。 

 平成30年６月11日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。平成29年度浦幌町一般会計繰越明許費繰越計算書。２款

総務費、１項総務管理費、事業名、地方創生拠点整備交付金事業、金額3,580万円、翌年度

繰越額3,580万円、財源内訳につきましては国、道支出金1,790万円、一般財源1,790万円で

ございます。 

 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3,262万3,000円、翌年度繰越額922万8,000円、財源内訳につきましては国、道支出金

100万円、地方債440万円、その他、こちらにつきましては受益者分担金でございますが、

107万1,000円、一般財源275万7,000円でございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、事業名、地籍調査事業、金額8,364万9,000円、翌年度

繰越額5,292万円、財源内訳につきましては国、道支出金3,855万円、一般財源1,437万円で

ございます。 

 10款教育費、５項社会教育費、事業名、中央公民館トイレ改修事業、金額1,450万円、翌

年度繰越額1,450万円、財源内訳につきましては全額一般財源でございます。 

 これら全て平成30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１億6,657万2,000円、翌年度繰越額１億1,244万8,000円、財

源内訳につきましては右の欄に記載のとおりでございます。 

 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４号を終わります。 

 

    ◎日程第８ 報告第５号 

〇田村議長 日程第８、報告第５号 権利の放棄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。 

 町民課長。 
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〇鈴木町民課長 議案書11ページをごらん願います。報告第５号 権利の放棄について。 

 浦幌町債権管理条例第16条の規定により権利を放棄したので、同条第３項の規定により

次のとおり報告する。 

 平成30年６月11日提出、浦幌町長。 

 次の表は、放棄した債権の内容でございます。読み上げて説明にかえさせていただきま

す。 

 債権名称、公営住宅使用料、放棄の事由、条例第16条第１項第２号に該当するものでご

ざいます。件数１件、件数につきましては実人員でございますので、１名でございます。

金額20万2,156円、発生年度につきましては平成23年度から24年度でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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５号を終わります。 

 

    ◎日程第９ 議案第３４号 

〇田村議長 日程第９、議案第34号 浦幌町総合振興計画審議会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。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 議案書の12ページをごらん願います。議案第34号 浦幌町総

合振興計画審議会条例の一部改正について。 

 浦幌町総合振興計画審議会条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成30年６月11日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町総合振興計画審議会条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町総合振興計画審議会条例（昭和50年浦幌町条例第12号）の一部を次のように改正

する。 

改正内容につきましては、議案説明資料をもちましてご説明させていただきます。議案

説明資料の１ページをごらん願います。浦幌町総合振興計画審議会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、浦幌町第３期まちづくり計画は平成23年度から平成32年

度までの計画期間となっておりますが、次期計画の策定に当たりまして委員の任期の改正

を行うものでございます。 

２、改正の内容でございますが、平成30年７月１日から新たに審議会委員の委嘱を行い

ますが、現在の任期では次期計画の策定中に任期が満了となることから、継続的な審議を

行うため委員の任期を２年から３年に改めるものでございます。 
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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。 

 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１０ 議案第３５号 

〇田村議長 日程第10、議案第35号 浦幌町税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14ページをごらん願います。議案第35号 浦幌町税条例の一部改

正について。 

 浦幌町税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成30年６月11日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんください。浦幌町税条例の一部を改正する条例。 

 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は議案説明資料に

より行わせていただきます。説明資料は３ページをお開き願います。浦幌町税条例の一部

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、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等

の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が平成30年３月31日

に、生産性向上特別措置法が平成30年５月23日に公布されたことに伴いまして、浦幌町税

条例の一部を改正するものでございます。 

 ２の改正の内容でございますが、条例番号附則第10条の２第15項は法附則第15条第２項

第47号の条例で定める割合を規定するものでございます。資本金額１億円以下の法人また

は従業員数1,000人以下の個人事業主等の中小企業者等が生産性向上特別措置法で規定す

る町策定の導入促進基本計画に基づいて導入する機械設備等に係る固定資産税の課税標準

に乗ずる割合が２分の１以下となるように定めるものでございます。本町では、中小企業
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等の支援措置として固定資産税額をゼロとする目的で課税標準額に乗ずる割合をゼロと規

定いたしました。適用期間は３年度となります。 

 ３の施行期日でございますが、各号の定める日からとなりまして、②、第２条の規定は

平成31年４月１日から、③、第１号の規定は生産性向上特別措置法の施行の日となります。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「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１１ 議案第３６号 

〇田村議長 日程第11、議案第36号 浦幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の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16ページをごらん願います。議案第36号 浦幌町特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について。 

 浦幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の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。 

 平成30年６月11日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。 

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

より説明をさせていただきます。議案説明資料の４ページをごらん願います。浦幌町特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の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の改正の趣旨でございますが、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う設

置者は、子ども・子育て支援法第34条第３項及び第46条第３項の規定により国が示した特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（平成26年内閣府令第39号）
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に従い本条例において定めているところです。このたび特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣

府令（平成29年内閣府令第18号）により本事業の運営に関する国の基準の一部が改正され

たことにより、本条例で定めている事項のうち当該基準に従い定めているとされている事

項の一部を改正するものでございます。また、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29年法律第25号）による就学前

の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）

の一部が改正されたことによりまして、本条例の引用条項の一部を改正するものでござい

ます。 

２の改正の内容でございますが、①は第８条の受給資格等の確認に係る規定の改正につ

いてでありますが、支給認定保護者から特定教育・保育の提供を求められた場合に、特定

教育・保育施設が行う受給資格等の確認は必要に応じて行うものとし、支給認定保護者が

支給認定証の交付を受けていない場合の当該確認は、支給認定証と同一の事項が記載され

た利用者負担額に関する事項の通知により行うこととする国の基準が改正されたことによ

る一部改正でございます。 

②は、第15条の特定教育・保育の取り扱い方針に係る規定において引用している就学前

の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）

の一部が改正されたことにより、引用条項の改正を行うものでございます。 

 ３の施行期日でございますが、公布の日から施行し、平成30年４月１日から適用するも

のでございます。 

なお、新旧対照表につきましては議案説明資料５ページから６ページに記載しておりま

すので、ご参照願います。 

 以上で説明を終わりますので、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。 

（「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。 

 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３７号 
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〇田村議長 日程第12、議案第37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18ページをごらん願います。議案第37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。 

 平成30年６月11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。 

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

により説明をさせていただきます。議案説明資料の７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の改正の趣旨でございますが、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、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第34条の８の２の規定によりま

して本事業の設備及び運営につきまして国が示した放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準（平成26年厚生労働省令第63号）に従い市町村が条例で定めることとされ

ており、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30年厚生労働省令第46号）が公布され、平成30年４月１日から施行されたことにより、

当該省令に従い市町村が条例で定めていることとしている事項について、本条例の一部を

改正するものでございます。 

２の改正の内容でございますが、①は第10条の放課後児童支援員に関する規定の改正に

ついてでありますが、学校教育法（昭和22年法律第26号）の規定により、学校の教諭とな

る資格を有する者を放課後児童支援員の基礎資格として規定しているところでございます

けれども、教員免許状の更新を受けていない場合の取り扱いを明確にし、有効な教員免許

状を取得した者を対象とするための改正です。 

②についても第10条の放課後児童支援員に関する規定の改正についてでありますが、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

課後児童支援員の基礎資格等について、一定の実務経験があり、かつ市町村長が適当と認

めた者に対象を拡大するとしたことを受けまして、放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準（平成26年厚生労働省令第63号）第10条第３項に第10号として新設された

資格要件を追加するものでございます。 

３の施行期日でありますが、公布の日から施行し、平成30年４月１日から適用するもの

です。 
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なお、新旧対照表につきましては議案説明資料８ページから９ページに記載しておりま

すので、ご参照願います。 

 以上で説明を終わりますので、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。 

（「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。 

 

    ◎日程第１３ 議案第３８号 

〇田村議長 日程第13、議案第38号 浦幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営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。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 議案書20ページをごらん願います。議案第38号 浦幌町指定地域密

着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営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30年６月11日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する条例の一部を改正する条例。 

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

により説明をさせていただきます。議案説明資料の10ページをごらん願います。浦幌町指

定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関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、平成30年度介護報酬改定に伴いまして、指定居宅サー

ビス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成30年厚生

労働省令第４号）が公布され、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準（平成18年厚生労働省令第34号）の一部が改正されたことによりまして、本条例

で定める事項のうち、当該省令に従い定めることとされている事項について改正するもの
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でございます。 

 ２の改正の内容でございますが、本条例で定める事項のうち、省令に従い定めている事

項について、改正後の省令に従い改正するものでございます。 

①は、第１条の趣旨及び第３章の２、地域密着型通所介護に介護保険と障害福祉につい

て一体的にサービスを提供する共生型サービスの創設に伴い、共生型地域密着型サービス

の事業の人員、設備及び運営に関する基準に定めている事項について、第60条の20の２及

び第60条の20の３を追加するものでございます。 

②は、第７条は定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員に関する基準のうち従業者の

員数に関すること、第83条から第85条は小規模多機能型居宅介護の人員に関する基準及び

第104条の運営に関する基準のうち協力医療機関等に関すること、第112条から第113条は認

知症対応型共同生活介護の人員に関する基準のうち管理者及び事業者の代表者に関するこ

と及び第126条の運営に関する基準のうち協力医療機関等に関すること、第131条の地域密

着型特定施設入居者生活介護の人員に関する基準のうち従業者の員数に関すること、第

152条、154条は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の人員に関する基準のうち、

従業者の員数及び運営に関する基準のうちサービス提供困難時の対応に関すること、第

192条、193条は看護小規模多機能型居宅介護の人員に関する基準のうち従業者の員数等及

び管理者に関することについて、介護医療院の創設に伴い対象施設等についての文言を追

加するものでございます。 

③は、第７条、第33条は定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員に関する基準のうち、

従業者の員数及び運営に関する基準のうち勤務体制の確保等に関すること、第48条は夜間

対応型訪問介護の人員に関する基準のうち訪問介護員の員数に関することにつきまして、

定期巡回型介護サービスのオペレーターの専任要件の緩和による改正になります。 

④は、第40条の定期巡回・随時対応型訪問介護看護の運営に関する基準のうち地域との

連携等に関することについて、介護・医療連携推進会議の開催頻度について見直されたこ

とにより改正するものです。 

⑤は、第60条の25の指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関

する基準の設備に関する基準のうち利用定員について、児童発達支援事業を併設する事業

所が多いことを踏まえ、さらに地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進する観点から

定員数を引き上げるものです。 

⑥は、第66条の認知症対応型通所介護の人員及び設備に関する基準の共用型指定認知症

対応型通所介護の利用定員等に関すること、第152条の地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護の人員に関する基準のうち従業者の員数に関することについて、当該事業の普及

促進の観点から見直されたことより、利用定員数を改正するものでございます。 

⑦は、第83条の小規模多機能型居宅介護の人員に関する基準のうち従業者の員数等に関

すること、第192条、193条は看護小規模多機能型居宅介護の人員に関する基準のうち従業

者の員数等及び管理者に関すること、第195条は設備に関する基準のうち登録定員及び利用
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定員に関すること、第200条は運営に関する基準のうち介護計画及び介護報告書の作成に関

することについて、サービス提供の効率化等を図る観点から、サテライト型看護小規模多

機能型居宅介護事業所の基準が創設されたことより改正するものです。 

⑧は、第118条の認知症対応型共同生活介護、第139条の地域密着型特定施設入居者生活

介護、第158条の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び第183条のユニット型指

定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準の運営に関す

る基準のうち取り扱い方針に関することについて、身体拘束等の適正化の推進に係る事業

者の運営基準による条項、拘束事由の記録、対策検討委員会の設置、指針の整備等の規定

を定めるものでございます。 

⑨は、第166条、第169条の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の運営に関する

基準のうち入居者の入院期間中の取り扱い及び運営規定第187条のユニット型指定地域密

着型介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準の運営に関する基準の

うち運営規定に関することについて、施設系サービスに係る入所者への病状の急変等の緊

急時における医師との連携等について、対応方法を定める旨の条項を追加するものでござ

います。 

⑩は、附則第14条から附則第16条の一般病床、精神病床、療養病床を転換する場合の特

例措置の延長（平成36年３月31日まで）とすることの改正でございます。 

⑪は、附則第17条及び附則第18条の療養病床等を転換して指定地域密着型特定施設入居

者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定地域密着型の特定施設について、当該事業の

普及促進のため、人員及び施設等に関する基準の特例措置を設けたものでございます。 

⑫は、その他、字句の整理等を行い、改正するものでございます。 

議案説明資料の11ページをごらん願います。３の施行期日でございますが、公布の日か

ら施行し、平成30年４月１日から適用するものでございます。 

 なお、新旧対照表につきましては議案説明資料12ページから43ページに記載しておりま

すので、ご参照願います。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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。 

（「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。 
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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３９号 

〇田村議長 日程第14、議案第39号 浦幌町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法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。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 議案書29ページをごらん願います。議案第39号 浦幌町指定地域密

着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法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30年６月11日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する条例の一部を改正する条例。 

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

より説明をさせていただきます。議案説明資料の44ページをごらん願います。浦幌町指定

地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関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、平成30年度介護報酬改定に伴い、指定居宅介護サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成30年厚生労

働省令第４号）が公布され、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準の一部が改正されたことにより、本条例で定めている事項のうち当該省令に従

い定めていることとされている事項について改正するものです。 

 ２の改正の内容でございますが、本条例で定めている事項のうち省令に従い定めている

事項について、改正後の省令に従い改正するものでございます。 

①は、第６条の介護予防認知症対応型通所介護の人員及び設備に関する基準のうち単独

型及び併設型、指定介護予防認知症対応型通所介護の従業者の員数に関すること、第45条

から第47条の介護予防小規模多機能型居宅介護の人員に関する基準、第61条の運営に関す

る基準のうち協力医療機関等に関すること、第73条、第74条の介護予防認知症対応型共同

生活介護の人員に関する基準のうち管理者及び事業者の代表者、第84条の運営に関する基
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準のうち協力医療機関等に関することについて、介護医療院の創設に伴い対象施設等につ

いての文言を追加するものでございます。 

②は、第10条の介護予防認知症対応型通所介護の人員及び設備に関する基準のうち共用

型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用定員等について、当該事業の普及促進の観点

から見直されたことにより、利用定員数を改正するものでございます。 

③は、第79条の介護予防認知症対応型共同生活介護の運営に関する基準のうち身体拘束

等の適正化の推進に係る事業者運営基準に係る条項、拘束事由の記録、対策検討委員会の

設置、指針の整備等の規定を定めるものでございます。 

④は、その他、字句の整理等を行い、改正するものでございます。 

３の施行期日ですが、公布の日から施行し、平成30年４月１日から適用するものです。 

 なお、新旧対照表につきましては議案説明資料45ページから51ページに記載しておりま

すので、ご参照願います。 

 以上で説明を終わりますので、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。 

（「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１５ 議案第４０号 

〇田村議長 日程第15、議案第40号 浦幌町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営の

基準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。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 議案書32ページをごらん願います。議案第40号 浦幌町指定介護予

防支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部改正について。 

浦幌町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営の基準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30年６月11日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営の基準
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等に関する条例の一部を改正する条例。 

 本条例の提案の内容につきましても条例の朗読を省略させていただき、議案説明資料に

より説明をさせていただきます。議案説明資料の52ページをごらん願います。浦幌町指定

介護予防支援等の事業の人員及び運営の基準等に関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、平成30年度介護報酬改定に伴い、指定居宅介護サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成30年厚生労

働省令第４号）が公布され、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省

令第37号）の一部が改正されたことによりまして、本条例で定める事項のうち当該省令に

従い定めることとされている事項について改正するものでございます。 

 ２の改正の内容でございますが、本条例で定める事項のうち省令に従い定めている事項

について、改正後の省令に従い改正するものでございます。 

①は、第２条の基本方針について、障害福祉サービスを利用してきた障がい者等が65歳

となりまして介護保険サービスを利用する場合等におけるケアマネジャーと障害福祉制度

の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、指定介護予防支援事業者が特定相談支

援事業者と連携に努めなければならない事業者に指定特定相談支援事業者を追加するもの

でございます。 

②の第６条第２項の手続の説明につきまして、公正中立なケアマネジメントの確保とし

て利用者との契約に当たり、利用者やその家族に対して利用者はケアプランに位置づける

居宅サービス事業所について、複数の指定介護予防サービス事業者等を紹介するよう求め

ることができることなどを説明するよう義務づけられたことにより改正するものでござい

ます。 

③は、第６条第３項の手続の説明について、入院時における医療機関との連携促進とし

て、居宅介護支援の提供開始に当たり、利用者等に対して入院時に担当ケアマネジャーの

氏名及び連絡先を入院先医療機関に提供するよう依頼することが義務づけられたことによ

り改正するものでございます。 

④は、第32条の指定介護予防支援の具体的取り扱い方針について、平時から医療機関と

の連携促進のため利用者が医療系サービスを希望している場合等は同意を得て主治の医師

等に意見を求めることとされていますが、この意見を求めた主治の医師等に対してケアプ

ランを交付すること、また訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や

服薬状況、モニタリング等の際にケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、

ケアマネジャーから主治の医師等に必要な情報伝達を行うことが義務づけられたことによ

り改正するものでございます。 

⑤は、その他、字句の整理等を行い、改正するものでございます。 

３の施行期日でございますが、公布の日から施行し、平成30年４月１日から適用するも
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のです。 

 なお、新旧対照表につきましては議案説明資料53ページから55ページに記載しておりま

すので、ご参照願います。 

 以上で説明を終わりますので、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。 

 ８番、河内議員。 

〇河内議員 38号、39号ということで承認をさせていただいたわけですけれども、今40号

ということでの説明を受けました。これは、大幅ないろいろ改正があったわけでございま

すけれども、ここでうたわれていることは非常に適切に履行されていくべきだと考えるわ

けですけれども、適切にこれらの条例、規定というものが運営されているかどうかという

ことはやはりどこかで検証されていると思うのですが、そのようなことに対してちょっと

説明を受けたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 本条例の改正に伴いまして、この後の適切な運用等の確認というこ

とになると思いますけれども、まずもってこの議案第40号で改正の条例を提出させていた

だきました内容につきましては浦幌町直営の包括支援センターに係る運営に関する基準の

改正ということになります。ですので、直営でございますので、この辺につきましては条

例改正後、包括支援センターの我が職員とともにこの適切な医師との連携等を進めてまい

るということなりますので、そのようにご理解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。 

 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。 
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午前１１時００分  休憩 

午前１１時１４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１６ 議案第４１号 

〇田村議長 日程第16、議案第41号 財産の取得についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 議案書34ページをお開き願います。議案第41号 財産の取得につい

て。 

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

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

る。 

 平成30年６月11日提出、浦幌町長。 

 １、取得する財産、デジタルレントゲンシステム一式。 

 ２、概要、デジタルレントゲン（パノラマ）機１台、デジタルレントゲン（単歯用）機

１台、デジタル専用ＩＰスキャナー１台、クライアント用パソコン５台。 

 ３、取得価格、799万8,102円。 

 ４、契約の方法、指名競争入札。 

 ５、契約の相手方、札幌市東区北24条東21丁目７番16号、佐々木株式会社札幌支店支店

長、松本朗。 

 ６、納期、平成30年８月31日。 

参考としまして、指名競争入札執行年月日は平成30年５月29日、仮契約年月日につきま

しては平成30年６月１日でございます。 

 この財産の取得につきましては、桜町歯科診療所において運営している医療法人へ貸し

付けているアナログ式フィルムレントゲン装置にふぐあいが生じていることから、デジタ

ル式レントゲン装置に更新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、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。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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。 

 

    ◎日程第１７ 議案第４２号 

〇田村議長 日程第17、議案第42号 財産の取得についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、議案書の35ページをごらん願います。議案第42号 財産の取

得について。 

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

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

る。 

 平成30年６月11日提出、浦幌町長。 

 １、取得する財産、ホイールローダー１台。 

 ２、概要、10トン級（カプラつき）、堆肥用バケット改修、後方監視カメラ、フルフェン

ダー、スノータイヤ。 

 ３、取得価格、1,260万3,600円。 

 ４、契約の方法、指名競争入札。 

 ５、契約の相手方、帯広市西24条北１丁目３番４号、コマツ道東株式会社帯広支店支店

長、中島良太。 

 ６、納期、平成31年１月31日。 

なお、参考といたしまして入札年月日は平成30年５月29日、仮契約年月日は平成30年６

月１日でございます。 

 このたびの財産の取得につきましては、平成９年に購入いたしました模範牧場用ホイー

ルローダーの更新に伴うものです。 

 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。 

５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 このことについては、何度かお話をさせていただいたこともございますけれ

ども、平成９年の機械ということで年数がたっていて部品等においても供給されない部分

があると。そういった内容の中で更新するということですが、これについては今現在使わ

れていると思うのですが、その状況なんかもどの程度把握しているか、ちょっとお聞きし
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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 利用状況につきまして、ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

利用状況につきましては、何度かお話しさせていただいておりますけれども、１日の工

場の利用回数ですとか季節的な利用の回数ということでの利用状況については私どものほ

うで押さえております。 

なお、おっしゃったように平成９年から利用しているということで非常に故障も多くて

部品がないという状況でございましたので、模範牧場の機械につきましては年次計画をも

って順次更新させていただいているところでございますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

以上です。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 今お話しあったように年数も古くて、壊れる頻度も結構あるように言われま

したが、実際問題として個人で使われている方というのは結構大事に使いながら、今言わ

れた９年以前のものであっても大事に使われている方も結構いると思うのですが、そうい

った点ではちょっと扱い的にも考えられる部分もあるのかなと思いますけれども、それは

それとして、契約についても指名競争入札ということで何社かの会社からのがあったと思

いますけれども、何社ぐらいあったのか、ちょっと聞いておきます。 

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します。 

入札の件数につきましては、５社の指名競争入札となっております。 

以上です。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 ただいま５社ということの中で、そういった中での競争の原理からいってこ

の会社になったと思いますけれども、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今後のアフターにつ

いても十分やっていただける会社だと思いますけれども、その辺についてはどのように考

えているか、ちょっと伺います。 

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いたします。 

アフターについては、当然高額な機械を購入させていただきましたので、その辺は仕様

も含めてもそうですけれども、しっかりアフターしていただきたいということでは考えて
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おります。 

以上です。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員、３回を経過していますけれども、発言を許します。 

〇二瓶議員 申しわけございません。さっき一緒に聞けばよかったのですけれども、ここ

に堆肥用のバケットの改修ということでございますから、既存のバケットを改修するとい

うことなのか、その中であるいは新しいもので今でいうワンタッチ方式とか、そういった

ものの改修なのか、その辺だけをちょっと最後に伺っ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します。 

 堆肥用バケットについては新品、一部ちょっと改修をしますけれども、堆肥用のちょっ

と特殊な水が落ち切らなければだめだということで、それを購入してということで考えて

ございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 今購入と決まったのですが、今まであった機械についてはどのような対応を

されているのかもちょっと聞かせてください。 

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します。 

 現有機械につきましては、ちょっと納期が新品が入るまでしばらく時間がかかりますの

で、納入後一般に払い下げも含めて、町の規定にのっとった形でということで検討してい

るところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 そこまではわかるので、その後はどのようなことにされるのかという対応、

例えば下取りなのか、それとも改めた形で売却をされるのか、その辺のことを。 

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します。 

 説明不足で申しわけございませんでした。納入後に一般に入札の形になるかわかりませ

んけれども、払い下げるという形で、下取りではございません。 

 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。 
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 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１８ 議案第４３号 

〇田村議長 日程第18、議案第43号 公営住宅買取事業に関する協定の締結についてを議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 それでは、議案書の36ページをごらん願います。議案第43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。 

 平成30年６月11日提出、浦幌町長。 

 １、事業の名称、平成30年度浦幌町東山町団地買取事業。 

 ２、買取金額、１億3,614万3,840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、平成31年１月31日。 

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56ペ

ージをごらん願います。公営住宅買取事業に関する協定の締結説明資料。 

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、公募型プロポーザル方式により優先交渉権者となりまし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、協定の内容でございますが、①、事業の内容、買取公営住宅及び附帯施設の

建築工事。附帯施設につきましては、外灯１基でございます。 

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（１ＬＤＫ２戸・２ＬＤＫ４戸）でございます。 

⑤、延床面積、488.58平方メートル。 
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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、構成員としま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、今後のスケジュール（予定）でございますけれども、本定例会におきまして

議決いただいた後、公営住宅買取事業に関する協定の締結、６月下旬、事業着手、平成31年

１月31日を工期といたしまして、完成検査後、２月上旬仮売買契約を締結、中旬には売買

契約に基づく財産の取得につきまし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願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１９ 議案第４４号 

〇田村議長 日程第19、議案第44号 平成30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。 

〇獅子原総務課長 一般会計補正予算説明の前に、説明資料に記載誤りがございますので、

ご訂正をお願いいたします。 

説明資料61ページをごらん願います。（３）経営体育成支援事業の①、内容欄に表がござ

いますが、表の上から３行目に対象地域、下浦幌地区とありますが、中浦幌地区の誤りで

ございますので、ご訂正をお願いいたします。このたびは、お手を煩わせましてまことに

申しわけございません。今後このようなことがないよう確認作業を行ってまいりますので、

よろしくお願いいたします。 

それでは、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57ペー

ジをごらん願います。議案第44号 平成30年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成30年度浦幌町の一般会計補正予算（第３回）は次に定めるところによる。 
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 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,519万3,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ63億393万5,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成30年６月11日提出、浦幌町長。 

 ２ページからの第１表、歳入歳出予算補正及び５ページの歳入歳出補正予算事項別明細

書、１の総括は説明を省略させていただきます。 

 ６ページをごらん願います。２、歳入、13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費

国庫負担金122万2,000円を追加し、１億5,012万4,000円、内容につきましては説明資料59ペ

ージに記載してございますが、管外入所保育委託料に対する国庫負担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61万1,000円を追加し、9,632万

3,000円、内容につきましては説明資料59ページに記載してございますが、管外入所保育委

託料に対する道負担金を追加するものでございます。 

 ２項道補助金、２目民生費道補助金１万8,000円を減額し、1,019万1,000円、内容につき

ましては説明資料58ページに記載してございますが、重度心身障害者医療費助成事業事務

費補助金の追加並びにひとり親家庭等医療費助成事業事務費補助金の減額でございます。 

４目農林水産業費道補助金2,527万2,000円を追加し、１億4,905万2,000円、内容につき

ましては説明資料61ページに記載してございますが、経営体育成支援事業補助金並びに畑

作構造転換事業補助金を追加するものでございます。 

３項委託金、１目総務費委託金8,000円を追加し、730万9,000円、内容につきましては説

明資料58ページに記載してございますが、工業統計調査委託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691万7,000円を追加し、３億6,442万5,000円、内容に

つきましては財政調整基金繰入金を追加するものでございます。 

 19款諸収入、４項受託事業収入、２目民生費受託事業収入118万1,000円を追加し、154万

2,000円、内容につきましては説明資料57ページに記載してございますが、保育所広域入所

受託事業収入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。３、歳出でございますが、初めに人件費の補正につきまし

て一括説明をさせていただきます。内容といたしましては、予算確定以降の退職者に係る

人件費の減額、新規採用者の給与等確定による変更、４月１日付人事異動に伴います科目

間変更、扶養手当の支給区分変更などによる補正でございます。一般会計、特別会計、合

わせまして２節給料で39万3,000円の減額、３節職員手当等で94万4,000円の減額、４節共

済費で478万1,000円の減額、合計で611万8,000円の減額となるものでございます。 

なお、各目におきます人件費の補正につきましては説明を省略させていただきます。 
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１款１項１目議会費46万4,000円を減額し、7,329万2,000円、内容につきましては人件費

の補正でございます。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費631万円を減額し、２億9,743万4,000円、

内容につきましては人件費の補正でございます。 

２目情報化推進管理費38万7,000円を追加し、１億3,795万6,000円、内容につきましては

説明資料57ページに記載してございますが、庁内ネットワークシステムの回線一部変更に

伴う通信運搬費を追加するものでございます。 

 ４目自動車管理費６万円を追加し、2,303万2,000円、内容につきましては説明資料57ペ

ージに記載してございますが、自動車損害共済保険料を追加するものでございます。 

 ８目支所費29万3,000円を追加し、2,056万7,000円、内容につきましては人件費の補正で

ございます。 

 ２項徴税費、１目税務総務費97万9,000円を追加し、3,042万5,000円、内容につきまして

は人件費の補正でございます。 

 ３項１目戸籍住民登録費634万2,000円を追加し、2,346万1,000円、内容につきましては

人件費の補正でございます。 

 ５項統計調査費、２目指定統計調査費8,000円を追加し、51万3,000円、内容につきまし

ては説明資料58ページに記載してございますが、指導員、調査員報酬を追加するものでご

ざいます。 

10ページをごらん願います。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費1,053万

5,000円を減額し、３億1,228万4,000円、内容につきましては人件費の補正と説明資料58ペ

ージに記載してございますが、平和塔給水用増圧ポンプ施設修繕費用及び国民健康保険事

業特別会計繰出金を追加するものでございます。 

 ６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費160万9,000円を追加し、1,287万4,000円、

内容につきましては説明資料58ページから59ページに記載してございますが、重度心身障

害者ひとり親家庭等医療費助成事業の請求方法変更に伴います受給者証印刷代及びシステ

ム改修費の追加並びに請求手数料の減額をするものでございます。 

 ７目後期高齢者医療費467万1,000円を減額し、１億401万5,000円、内容につきましては

後期高齢者医療特別会計事務費繰出金を減額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392万7,000円を追加し、2,041万1,000円、内容に

つきましては人件費の補正でございます。 

 ３目認可保育園運営費264万2,000円を追加し、9,414万4,000円、内容につきましては人

件費の補正と説明資料59ページに記載してございますが、代替保育士に係る賃金及び管外

入所保育委託料を追加するものでございます。 

 ４目へき地保育所運営費29万9,000円を追加し、3,127万4,000円、内容につきましては人

件費の補正でございます。 

 ６目子ども発達支援センター運営費140万8,000円を減額し、1,595万1,000円、内容につ
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きましては人件費の補正と説明資料59ページから60ページに記載してございますが、代替

臨時職員に係る賃金の減額並びに備品購入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項老人福祉費、１目老人福祉総務費119万3,000円を減額

し、１億9,650万3,000円、内容につきましては介護保険特別会計繰出金を減額するもので

ございます。 

 ３目老人ホーム費32万円を追加し、２億135万円、内容につきましては人件費の補正でご

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1,547万1,000円を追加し、２億4,909万

2,000円、内容につきましては人件費の補正及び簡易水道特別会計繰出金を追加するもので

ございます。 

 ５目医療対策費120万7,000円を追加し、１億1,624万9,000円、内容につきましては浦幌

町立診療所特別会計繰出金を追加するものでございます。 

 ６目乳幼児等医療対策費51万6,000円を減額し、1,602万1,000円、内容につきましては説

明資料60ページに記載してございますが、乳幼児等医療費助成事業の請求方法変更に伴い

ます受給者証印刷代の追加並びに請求手数料の減額を行うものでございます。 

６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費399万5,000円を減額し、2,991万

4,000円、内容につきましては人件費の補正でございます。 

２目農業総務費190万4,000円を減額し、4,904万1,000円、内容につきましては人件費の

補正でございます。 

 ３目農業振興費2,640万4,000円を追加し、7,884万8,000円、内容につきましては説明資

料60ページから61ページに記載してございますが、新規就農者営農促進補助金、農業生産

法人設立事業補助金、経営体育成支援事業補助金、畑作構造転換事業補助金を追加するも

のでございます。 

 ５目畜産振興費78万円を追加し、3,907万5,000円、内容につきましては説明資料61ペー

ジから62ページに記載してございますが、模範牧場で使用しておりますトラクターの修繕

に係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。２項林業費、１目林業総務費353万6,000円を追加し、2,161万

8,000円、内容につきましては説明資料62ページに記載してございますが、林地台帳整備に

係る費用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88万6,000円を追加し、3,410万6,000円、内容につきま

しては説明資料62ページに記載してございますが、森林公園の高圧受電設備内部品の交換

に係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16万2,000円を追加し、2,379万9,000円、内容につきま

しては説明資料62ページに記載してございますが、十勝太共同利用施設内の冷凍庫修繕に

係る費用を追加するものでございます。 

 ７款１項商工費、１目商工振興費153万4,000円を追加し、１億7,967万4,000円、内容に
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つきましては人件費の補正でございます。 

 ８款土木費、２項道路橋梁費、１目土木車両管理費199万3,000円を追加し、5,129万

7,000円、内容につきましては人件費の補正でございます。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費344万円を減額し、5,630万9,000円、内容につきましては人

件費の補正でございます。 

10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費11万4,000円を減額し、6,403万6,000円、内

容につきましては人件費の補正でございます。 

16ページをごらん願います。２項小学校費、３目特別支援教育振興費７万6,000円を追加

し、680万3,000円、内容につきましては説明資料63ページに記載してございますが、特別

支援教育支援員嘱託報酬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195万6,000円を減額し、5,587万6,000円、内容につき

ましては人件費の補正と説明資料63ページに記載してございますが、浦幌幼稚園代替教諭

に係る賃金を追加するものでございます。 

 ５項社会教育費、１目社会教育総務費910万1,000円を追加し、5,105万5,000円、内容に

つきましては人件費の補正でございます。 

 ２目公民館運営費112万4,000円を追加し、3,580万1,000円、内容につきましては説明資

料63ページに記載してございますが、会議用テーブル20台の購入に要する費用を追加する

ものでございます。 

 ６項保健体育費、１目社会体育総務費231万4,000円を減額し、1,370万4,000円、内容に

つきましては人件費の補正でございます。 

３目給食センター管理費512万7,000円を減額し、8,054万5,000円、内容につきましては

人件費の補正と説明資料63ページから64ページに記載してございますが、給食業務の引き

継ぎ等に要する代替栄養教諭の賃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、福原議員。 

〇福原議員 説明資料の62ページ、林業総務費の補正の件でちょっとお伺いいたします。 

資料としていただきました林地台帳の内容のことでちょっとお伺いいたします。実施さ

れるのでしょうけれども、平成31年度から本格的な制度運用を開始というふうになってお

ります。公表については、個人の権利、利益を害するものを除いて実施ということになっ

ております。山林所有者の森林組合や林業事業体の森林整備の担い手に提供することによ

りというふうに書いてあります。個人では、一切こういったものを見ることができるのか、

できないのか、ちょっと確認をしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問につきましてお答えをさせていただきます。 



－ 31 － 

基本的には、誰でも見れるということにはなっていますけれども、閲覧ということでご

ざいますので、まず申請、見たいという方が申請をしていただいて内容を確認をこちらで

いたします。問題がなければ、必要な部分をプリントアウトしてお見せするというような

形です。閲覧は、基本的に誰でもできるということですので、それでその中身につきまし

ては今おっしゃったように個人情報にかかわる部分は載っかってこないということですの

で、そのようなことで考えてございます。 

以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 個人でも見ることができるということでございます。これは、いろいろな業

者も入ってくると思うのです。現在は、前にきちっとした写真にして見せていただけるよ

うな、初めのパソコンを導入したときにそのような形でもお見せすることができるのでは

ないかというような私は捉え方をしております。多分これはドローンによる撮影が可能で、

浦幌町の山林を全部撮影していくのだろうと思うのですが、見せていただくのはその図案

化したものとか、それから映像で何かＵＳＢでいただけるものか、何かそういったことの

規定みたいのはこれから考えていくのでしょうか、お伺いしておきます。 

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。 

まず、航空写真につきましては新たなものを撮るというのではなくて、既に町が保有し

ているＧＩＳですとか、道が持っている森林計画図ですとか、そういうものを合わせたも

のになりますので、改めて写真を撮るということではございません。 

それと、基本的には先ほどもお話ししましたけれども、閲覧ということでございますの

で、見せる部分についてはおっしゃったように航空写真に地番図だったり、森林の計画図

だったり、林小班が載ったというものはプリントアウトしてお見せすることはできます。 

あと、運用につきましては道からのマニュアルの中でもいろんな悪用されないようにと

か、それから完全なものではないということがあるということなので、その提供について

は十分配慮するようにということでマニュアルを示されておりますので、そのマニュアル

に沿った運用の仕方をしていきたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 今の林地台帳の関係でもう一回質問したいのですけれども、この作成は市町

村ということで、管理も市町村でなさると思うのですけれども、その内容といいますか、

データというか、森林組合等も共有をするのかどうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 まず、台帳の内容の精査につきましては、北海道からある程度図面なり、
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森林計画図ということで情報が入ったものが私どものほうに届いておりますので、そちら

の中で今現在職員が突合できるところは突合しております。そのもの自体を森林組合とか

という部分ではなくて、それもできている台帳を整備するということなので、そのものを

森林組合に確認をしながらつくるというものではございません。修正、内容につきまして

は、本人から内容について、内容が違うよという場合については本人の申し出により修正

ができるということになっておりますので、その部分に関しては随時処理をいたしたいと

思っておりますし、またその後売買ですとか、状況が変わってというところもありますの

で、それについては更新のスパンというのは道から示されておりませんけれども、適宜ど

の期間でやればいいのかというのはこれからちょっと検討していきたいというふうに思っ

ています。 

以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 管理は町でするということでよろしいのですね。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 大変失礼しました。管理は市町村ということになっていますので、浦幌

町の林地台帳につきましては私ども町のほうで管理するということになってございます。 

〇福原議員 もう一回よろしいですか、議長。確認です。 

〇田村議長 福原議員、同じところで２回の質問はできないのですけれども、特に許可を

します。 

〇福原議員 では、議長のお許しがいただけたので、もう１件大事なことをお聞きしてお

きます。 

林地台帳の対象となる森林ということで明記されてあります。民有林はいいのですが、

町外者、本州の山主の方がかなりいると思うのです。上浦幌のほうにもあります。この方々

が伐採して、そのまんま何十町も放置している山林が多々あります。そういうところの扱

いはどのように考えておりますか、確認をしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

直接林地台帳とは関係はないとは思うのですけれども、おっしゃっているように伐採跡

地の関係につきましては近隣でも課題になっておりまして、森林経営計画の管理実行チー

ムの中でも話題として、テーマとして検討しているところでございます。その中で、この

ようなものも使いながらということで、そのままにはしておけませんので、そのテーマ、

どういう形で促せばいいのかとかいった部分はその中でいろいろ研修なり、検討していき

たいというふうに思っております。 

以上です。 
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〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 説明資料のほうがわかりやすいと思いますので、60ページ、農業振興費の関

係でお聞きをしたいと思います。 

農業生産法人設立事業に関連して補正が上がっていますが、ちょっと大まかな説明なの

で、これどの辺の地域なのか、上なのか、下だけでもいいですけれども、教えていただき

たいなと思います。 

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いたします。 

 農業生産法人設立事業にかかわる部分ということでございますけれども、上浦幌の法人

ということでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 この60ページの一番下に書いてあります農業生産法人設立事業補助金と書い

てありますけれども、これは農業振興対策条例とありまして、その中で支援事業の内容の

支援なのかなと思うのですが、そういう認識でよろしいですか。 

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、浦幌町農業振興対策事業補助規則の中に法人設立事業に対す

る補助金の要綱がありまして、それに伴う補助金の追加ということでございます。 

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。 

 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。 
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午前１１時５６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２０ 議案第４５号 

〇田村議長 日程第20、議案第45号 平成30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 それでは、補正予算議案書の18ページをごらん願います。あわせまして

議案説明資料65ページをごらん願います。議案第45号 平成30年度浦幌町町有林野特別会

計補正予算。 

 平成30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35万1,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ１億1,423万3,000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30年６月11日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては説明を省略さ

せていただきます。 

 次のページをごらん願います。歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきまして

は説明を省略させていただきます。 

 このたびの補正の主な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、

野そ駆除散布に係る経費の増加に伴う追加並びに人件費の追加に伴う補正でございます。 

 次の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

９万3,000円を追加し、5,412万7,000円。 

 ３款繰入金、２項１目基金繰入金25万8,000円を追加し、3,084万4,000円でございます。 

 ３、歳出、１款１項１目財産管理費24万6,000円を追加し、2,129万2,000円。 

 ２款１項財産造成費、１目造林費10万5,000円を追加し、8,522万4,000円でございます。 

 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。 
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（「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２１ 議案第４６号 

〇田村議長 日程第21、議案第46号 平成30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 議案書の22ページをごらん願います。議案第46号 平成30年度浦幌町国

民健康保険事業特別会計補正予算。 

 平成30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20万1,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ８億1,358万6,000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30年６月11日提出、浦幌町長。 

 次のページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに次のページ、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。 

 次のページをごらん願います。今回の補正予算につきましては、人事異動に伴います人

件費補正の内容でございます。 

 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20万1,000円を追加し、

6,296万4,000円、繰入金の追加補正でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費20万1,000円を追加し、2,800万

9,000円、内容は人件費補正でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 
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（「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。 

 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４７号 

〇田村議長 日程第22、議案第47号 平成30年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 議案書26ページをごらん願います。議案第47号 平成30年度浦幌町後期

高齢者医療特別会計補正予算。 

 平成30年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ467万1,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ8,534万円とする。 

 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30年６月11日提出、浦幌町長。 

 次のページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに次のページ、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。 

 次のページをごらん願います。今回の補正予算につきましては、人事異動に伴います人

件費補正の内容でございます。 

 ２、歳入、３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金467万1,000円を減額し、

3,492万8,000円、繰入金の減額補正でございます。 

３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費467万1,000円を減額し、711万

9,000円、内容は人件費補正でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第47号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２３ 議案第４８号 

〇田村議長 日程第23、議案第48号 平成30度浦幌町介護保険特別会計補正予算を議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 議案書30ページをごらん願います。議案第48号 平成30年度浦幌町介護

保険特別会計補正予算。 

 平成30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から歳入歳出それぞれ119万3,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ６億6,245万6,000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30年６月11日提出、浦幌町長。 

 次のページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに次のページ、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。 

次のページをごらん願います。今回の補正予算につきましては、人事異動に伴います人

件費補正の内容でございます。 

 ２、歳入、６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金119万3,000円を減額し、

１億2,003万4,000円、繰入金の減額補正でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費119万3,000円を減額し、1,578万

4,000円、内容は人件費補正でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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２４ 議案第４９号 

〇田村議長 日程第24、議案第49号 平成30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 議案書34ページをお開き願います。説明資料につきましては66ペー

ジをごらん願います。議案第49号 平成30年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算。 

 平成30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120万7,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ２億8,100万5,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成30年６月11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次のページの歳入歳出

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。 

37ページをごらん願います。今回の補正予算の内容につきましては、人事異動に伴う人

件費の予算補正と臨時看護師等の賃金の追加補正並びに画像連携システム通信費を追加補

正する内容でございます。 

２、歳入、１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金120万7,000円を追加し、

１億42万2,000円、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13万8,000円を追加し、4,909万円、人

事異動に伴う人件費の追加補正でございます。 

 ２目医業費106万9,000円を追加し、２億2,576万円、人件費補正と７節賃金につきまして

は臨時看護師等に係る内容で説明資料に記載のとおりでございます。また、12節役務費、
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通信運搬費は画像連携システムによる頭部画像をインターネット回線により送信するため

の通信費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。 

 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 役務費の通信運搬費となっております部分についてお聞きしたいと思いま

す。 

金額は４万5,000円と少ないのですが、これはどのような内容なのか。多分浦幌の診療所

からどちらかの病院にデータを送信するということなのだろうと思いますが、まずその辺

のことをもう少し詳しく教えてください。 

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ございます。 

通信費の詳しい内容ということでございます。まず、浦幌町は平成25年の４月１日に医

療画像等の映像読影等、これに関する検査に関する診断の支援契約というものを北斗病院

と、あと協会病院において契約を締結してございます。今回の追加補正につきましては、

北斗病院との間に行われるものということでございまして、現在の状況でございますが、

当診療所に患者として来院され、ＣＴスキャンにより撮影した頭部画像、これにつきまし

てはＣＤに落としたものを救急車と一緒に消防隊員、この方により患者と一緒に搬送する

という形になってございます。今回の画像連携システムというのは、専用のサーバーを当

診療所と北斗病院に設置いたしまして、ＣＴスキャンにより撮影した画像をインターネッ

ト回線により北斗病院の専用のサーバー、画像フォルダーにこの画像を直接転送されると

いうような仕組みのものでございます。これによりまして、今は救急車と一緒に搬送され

るということでございますが、救急車が到着する前にこの画像が事前に患者の状況が把握

できるということになりますので、そういう意味では早い処置対応というのが可能になる

というものでございます。 

なお、これは通信費だけの追加補正なのですが、サーバーとか、あとアプリケーション

の費用、あとＣＴスキャンからのアウトプット、この接続経費につきましては北斗病院の

負担ということでございまして、当診療所につきましてはインターネット接続に係る維持

費といたしまして今回補正の回線使用料、これについて負担するというような内容でござ

います。 

以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 細かく説明いただきましたので、よくわかりました。救急車が着くまでにデ

ータが向こうの病院に届いているということでは大変いいことだなと思います。 

それで、これは画像だけでなくて例えば心電図だとか血液検査、簡単な検査ができます
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よね、白血球数だとかＣＲＰだとか。そういったものも掲載してデータとして事前に送る

ようなこともあるのか、それから現状でというか、今後現状を踏まえて年間どのぐらいの

方がこういう形で北斗病院にお世話になっているかなということも含めましてお聞きした

いと思いますが。 

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 まず、第１点目の他の部分といいますか、そういう血液の検査の資

料とかということでございますけれども、これにつきましては今北斗病院と画像連携シス

テムを組むに当たっては頭部についての異常を起こした方の映像というのみになってござ

います。そのサーバーもそれ専用のサーバーということを用意いたしまして、直接という

ことになってございます。いろんな検査のデータとかなんとかというのは、これには入っ

てはございません。 

あと、もう一点の年間の件数ということでございますけれども、これにつきましては過

去ちょっと３年間なのですが、平成27年度につきましては19件、28年度につきましては

14件、29年度は22件ということで、この方たちは頭部に異常がありまして当診療所に直接

来院された方または直接うちの診療所に行かなくても帯広の病院に搬送された方、この方

を合わせてというような件数でございまして、月にすると１件ないし２件というような状

況でございます。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 せっかくこういう形で連携がとれるということなので、あくまでも救急用の

データということだろうと思うので、病院に入ったら入ったで新たな検査は当然やられて

手当てはするのだと思うのですが、ぜひ有効な利用をされるようにしていただきたいなと

思います。 

〇田村議長 答弁はいいですか。 

 事務長。 

〇新川診療所事務長 この連携システムは、ほかの町も徐々にされるのですが、北斗病院

の言い方では遠隔地、遠いところについてはその時間ロスありますので、それについては

なるべく短縮されるようにということで遠隔地からというふうな考えがございます。十勝

管内以外でもえりも町とか、既にやっているところもございます。あと、そんな意味で設

置する費用につきましてもサーバーとか、そういうものも当町の負担ということではなく

て、北斗病院のほうでこれについては経費を持っていただくということでもありますし、

当診療所の所長も早い段階での処置が可能であれば助かる命もあるということでございま

すので、強い意思もありますので、この辺についてはご理解願いたいなと思いますし、有

効利用になるといいなということで私どもも願っております。 

以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「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２５ 議案第５０号 

〇田村議長 日程第25、議案第50号 平成30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38ページをごらん願います。議案第50号 平成30年度浦幌町簡

易水道特別会計補正予算。 

 平成30年度浦幌町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35万1,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ４億67万9,000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。 

 平成30年６月11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、人事異動に伴います人件

費の追加補正をするものでございます。 

２、歳入、４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金35万1,000円を追加し、

１億6,543万2,000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35万1,000円を追加し、2,921万

7,000円、人事異動に伴います人件費の追加でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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） 
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〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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。 

 

    ◎日程第２６ 同意第１号 

〇田村議長 日程第26、同意第１号 浦幌町固定資産評価審査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１号 浦幌町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求める

ことについて。 

 浦幌町固定資産評価審査委員会委員三本木守は、平成30年６月23日をもって任期満了と

なるので、浦幌町固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任することについて、地方税

法第423条第３項の規定により議会の同意を求める。 

 平成30年６月11日提出、浦幌町長。 

 氏名は三本木守氏であります。生年月日につきましては記載のとおりであります。住所

につきましては、十勝郡浦幌町字静内89番地であります。任期につきましては、平成30年

６月24日から平成33年６月23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１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。 

 ここでお諮りをいたします。あすから６月14日までの３日間、議事の都合により休会と

し、６月15日午前10時から本会議を開くことにしたいと思います。これにご異議ありませ
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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14日までの３日間、議事の都合により休会とし、６月15日午前10時

から本会議を開くことに決定をいたしました。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 １時３０分 


