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平成２７年第２回浦幌町議会臨時会（第１号） 

 

平成２７年５月８日（金曜日） 

開会 午前１０時００分 

閉会 午後 ３時４６分 

 

〇議事日程 

【第１号】 

 日程第 １ 仮議席の指定 

 日程第 ２ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ３ 選挙第 １号 議長選挙 

【第１号の追加１】 

 日程第 １ 会期の決定 

 日程第 ２ 選挙第 ２号 副議長選挙 

 日程第 ３ 議席の指定 

 日程第 ４ 常任委員の選任 

【第１号の追加２】 

 追加日程第 １ 議長の常任委員辞任 

 日程第 ５ 議会運営委員の選任 

 日程第 ６ 浦幌町議会広報編集特別委員会の設置及び委員の選任 

 日程第 ７ 選挙第 ３号 東十勝消防事務組合議会議員の選挙 

 日程第 ８ 選挙第 ４号 とかち広域消防事務組合議会議員の選挙 

 日程第 ９ 選挙第 ５号 十勝圏複合事務組合議会議員の選挙 

 日程第１０ 選挙第 ６号 十勝環境複合事務組合議会議員の選挙 

 日程第１１ 承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて 

              （浦幌町税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

 日程第１２ 承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて 

              （浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例の一 

              部を改正する条例の一部改正） 

 日程第１３ 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて 

              （浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関する条 

              例の一部を改正する条例の一部改正） 

 日程第１４ 同意第 １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 

 日程第１５ 同意第 ２号 浦幌町副町長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） 
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    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   門  馬  孝  敬 

 

    町 部 局 

     総 務 課 長   大  山  則  幸 

     ま ち づ く り 政 策 課 長   山  本  輝  男 

          町 民 課 長      泉        初 

     保健福祉課長   熊  谷  晴  裕 

          産 業 課 長      岡  崎  史  彦 

     施 設 課 長   新  川  寿  雄 

     上浦幌支所長   横  田  孝  志 

     会 計 管 理 者   佐  藤  勇  人 

          診療所事務長      菅  原     敏 

 

    教育委員会 

     教 育 委 員 長   松  田  泰  一 

          教  育  長      久  門  好  行 

     教 育 次 長   鈴  木     広 

 

    農業委員会 

     会    長   小  川  博  幸 

          事 務 局 長      吉  田  裕  明 

 

    監 査 委 員 

     代表監査委員   神  谷  敏  昭 
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〇出席議会事務局職員 

     局    長   前  田     勇 

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

    ◎臨時議長の紹介 

〇前田議会事務局長 私は、議会事務局長の前田です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本臨時会は、一般選挙後初めての議会です。議長が選挙されるまでの間、地方自治法第

107条の規定により、出席議員の中で年長の議員が臨時に議長の職務を行っていただくこと

になっております。 

 ここで福原仁子議員を紹介いたします。福原議員は、議長席にお着き願います。 

〇福原臨時議長 ただいま紹介をいただきました福原仁子です。 

 地方自治法第107条の規定により、議長選挙が終わるまでの間、臨時に議長の職務を行い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

    ◎自己紹介 

〇福原臨時議長 開会に先立ちまして、一般選挙後最初の議会でありますので、議場に出

席しております議員並びに執行機関の皆さんから自己紹介をお願いいたします。 

 事務局長から順に指名をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 初めに、議員から行います。 

〇前田議会事務局長 順にお名前を申し上げますので、その場でお願いをいたします。 

 澤口議員。 

〇澤口議員 澤口でございます。右も左もわかりませんけれども、町民の生命、財産を守

るという一つの目標を持ちながらやっていきたいなというふうに思っていますので、今後

ともどうぞよろしくお願いいたしたいと思います。 

〇前田議会事務局長 差間議員。 

〇差間議員 差間正樹です。今回このように町民の負託を受けたという形にはならなかっ

たのですけれども、議員となった以上は浦幌町のため、町民のために同僚議員とともに切

磋琢磨し、今後４年間頑張っていくつもりです。よろしくお願いいたします。 

〇前田議会事務局長 安藤議員。 

〇安藤議員 安藤忠司です。どうぞよろしくお願いします。もっとよいまちづくりをモッ

トーに頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

〇前田議会事務局長 二瓶議員。 

〇二瓶議員 改めまして、皆さん、おはようございます。３期目となりました二瓶隆でご

ざいます。今後ともどうぞよろしくお願いします。 

〇前田議会事務局長 森議員。 

〇森議員 貴老路の森秀幸と申します。４期目に入りました。町民の皆さんの目線に合わ

せて住みやすいまちづくりをしていきたいなと思っております。よろしくお願いいたしま

す。 

〇前田議会事務局長 杉江議員。 
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〇杉江議員 統太の杉江です。町民目線での議会の仕事をしていきたいなと思っておりま

す。４期目です。よろしくお願いいたします。 

〇前田議会事務局長 河内議員。 

〇河内議員 本町の河内富喜でございます。きょうは初議会ということで、肌着も真っ白

にかえてきたところでございます。きょうから心機一転、また一から出直すつもりで浦幌

町のため、そして町民のため頑張っていきたいと思っております。よろしくお願いいたし

ます。 

〇前田議会事務局長 阿部議員。 

〇阿部議員 ５期目となりました。今まで頑張ってきたつもりでありますけれども、また

改めた気持ちの中で町民目線、また少しでもよくなるような形の中でご協力をさせていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。活平の阿部でございます。 

〇前田議会事務局長 田村議員。 

〇田村議員 ６期目に入りました田村でございます。それぞれ皆さん方のご指導を賜りな

がら、また一生懸命町民のために頑張ってまいりたいというふうに思ってございますので、

よろしくご指導のほどお願いをいたします。 

〇前田議会事務局長 最後に福原議員。 

〇福原臨時議長 初心に戻りまして、町民の皆様とともに歩む町政の一端を担っていきた

いと思います。光南の福原仁子です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 次に、執行機関の皆さんからお願いいたします。 

〇前田議会事務局長 順に申し上げますので、よろしくお願いをいたします。 

 町長。 

〇水澤町長 おはようございます。このたびの統一地方選挙で町長に当選させていただき

ました水澤一廣です。議員の皆様には、３期目の町政執行となりますので、どうぞご指導

をよろしくお願いいたします。 

〇前田議会事務局長 副町長。 

〇門馬副町長 副町長の門馬孝敬です。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇前田議会事務局長 会計管理者。 

〇佐藤会計管理者 会計管理者の佐藤勇人でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

〇前田議会事務局長 総務課長。 

〇大山総務課長 総務課長の大山則幸でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇前田議会事務局長 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 まちづくり政策課長の山本輝男です。よろしくお願いいたし

ます。 

〇前田議会事務局長 町民課長。 

〇泉町民課長 町民課長の泉初です。どうぞよろしくお願いをいたします。 
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〇前田議会事務局長 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 保健福祉課長の熊谷晴裕です。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇前田議会事務局長 産業課長。 

〇岡崎産業課長 産業課長の岡崎史彦です。どうぞよろしくお願いします。 

〇前田議会事務局長 施設課長。 

〇新川施設課長 施設課長の新川寿雄です。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇前田議会事務局長 上浦幌支所長。 

〇横田上浦幌支所長 上浦幌支所長の横田孝志です。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇前田議会事務局長 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 診療所事務長の菅原敏です。よろしくお願いいたします。 

〇前田議会事務局長 教育委員会委員長。 

〇松田教育委員長 教育委員長の松田泰一です。よろしくお願いいたします。 

〇前田議会事務局長 教育長。 

〇久門教育長 教育長の久門好行です。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇前田議会事務局長 教育次長。 

〇鈴木教育次長 教育次長の鈴木広と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇前田議会事務局長 農業委員会会長。 

〇小川農業委員会長 農業委員会会長の上浦幌相川、小川博幸です。よろしくお願いいた

します。 

〇前田議会事務局長 農業委員会事務局長。 

〇吉田農業委員会事務局長 農業委員会事務局長の吉田裕明と申します。今後ともどうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

〇前田議会事務局長 最後になりますが、代表監査委員。 

〇神谷代表監査委員 代表監査委員の神谷です。よろしくお願いいたします。 

〇福原臨時議長 ありがとうございました。 

 

    ◎町長挨拶 

〇福原臨時議長 次に、町長より招集の挨拶をお願いいたします。 

〇水澤町長 初議会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 このたび統一地方選挙におきまして浦幌町議会議員になられました皆様に改めてお喜び

を申し上げます。また、私も図らずも無投票という形になりましたけれども、町長選、も

う３期目に当選をさせていただきました。もちろん町民の皆さんの多様なご意見があるわ

けでありますから、100％私にというふうには毛頭考えておりません。これまで以上に町民

の皆様、また議会議員の皆様の意見に真摯に耳を傾けながら町政執行を行ってまいりたい

というふうに思っていますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいというふうに思いま

す。 
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 今、日本全体が人口減少社会にある中で、浦幌町にも多くの課題が山積しております。

その中で、このたび町政執行に当たるということになりましたことに改めてその責任の重

さ、重大さに認識を新たにしているところでありますし、本当に心が引き締まる思いとい

うことであります。 

 議員の皆様、また理事者、それぞれの立場はあろうかと思いますけれども、浦幌町町民

の幸せづくり、住んでよかった、住みやすいまちづくりを目指すという考え方には全く違

いはないだろうというふうに思います。そういう意味で、私どもも議会の皆様とともに考

えてまいりたいというふうに思いますし、議員の皆様が町政、まちづくりのためにその礎

になろうというふうに思っておられると思いますし、私も全身全霊を傾けて全力で町政執

行を担ってまいりたいという気持ちであります。 

 また、議員の皆様にはいろいろこの議場におきましてご提言、ご意見をいただくわけで

ありますけれども、説明員ともども丁寧な説明に心を砕いてまいりたいというふうに考え

ておりますので、これまたよろしくお願い申し上げたいというふうに思います。 

 具体的な町政執行につきましては、後の定例会におきまして執行方針として提示させて

いただきますので、よろしくお願い申し上げたいというふうに思います。 

 初議会に当たりましての挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

    ◎開会の宣告 

〇福原臨時議長 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27年第２回浦幌町議会

臨時会を開会いたします。 

 

    ◎開議の宣告 

〇福原臨時議長 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事については、配付しております臨時議長の議事日程表第１号により進めますので、

よろしくお願いいたします。 

 

    ◎日程第１ 仮議席の指定 

〇福原臨時議長 日程第１、仮議席の指定を行います。 

 仮議席は、ただいまご着席の議席といたします。 

 

    ◎日程第２ 会議録署名議員の指名 

〇福原臨時議長 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125条の規定により、臨時議長において、差間正樹

議員、安藤忠司議員を指名いたします。 
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    ◎日程第３ 選挙第１号 

〇福原臨時議長 日程第３、選挙第１号 議長選挙を行います。 

 選挙は、投票で行います。 

 議場の出入り口を閉めます。 

（議場閉鎖） 

〇福原臨時議長 ただいまの出席議員は10名です。 

 次に、立会人を指名いたします。 

 会議規則第32条第２項の規定により、立会人に二瓶隆議員、森秀幸議員を指名いたしま

す。 

 投票用紙を配付いたします。 

（投票用紙配付） 

〇福原臨時議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇福原臨時議長 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

（投票箱点検） 

〇福原臨時議長 異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 念のために申し上げますが、投票は単記無記名です。投票用紙に被選挙人の氏名を窓際

の投票記載台で記載の上、仮議席番号２番議員から順番に投票をお願いいたします。１人

ずつお願いいたします。 

（投票） 

〇福原臨時議長 投票漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇福原臨時議長 投票漏れなしと認めます。 

 これで投票を終わります。 

 次に、開票を行います。立会人は、開票の立会をお願いいたします。 

（開票） 

〇福原臨時議長 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数10票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。 

 そのうち、有効投票10票、無効投票ゼロ票です。 

 有効投票のうち、田村寛邦議員７票、河内富喜議員３票、以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は、３票です。 

 したがって、田村寛邦議員が議長に当選されました。 

 ここで議場の出入り口を開きます。 

（議場開鎖） 
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〇福原臨時議長 ただいま議長に当選されました田村議員が議場におられますので、会議

規則第33条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

 議長に当選されました田村議員から発言を求められておりますので、これを許します。 

 田村議員。 

〇田村議員 ただいま議長に選任されました田村でございます。皆さんご承知のとおり、

私は浅学非才、田舎育ち、学歴もございません。そんな中で、議員各位から厳しい選任を

頂戴いたしまして、心から厚くお礼を申し上げたいなというふうに思ってございます。こ

の上は、公正、平等に議会運営に努めてまいりたいと思っておりますので、よろしくご協

力、ご指導のほどお願いを申し上げる次第でございます。 

 あわせまして、町長を初めといたします町理事者、また管理職の皆様方には、まちづく

りのために議会とそれぞれの立場の中で一緒に目指すものは一つでございますので、二元

制とはいえ、手をとり合いながら切磋琢磨しながらまちづくりに邁進をしてまいりたいと

いうふうに思ってございますので、皆様方にもよろしくご指導賜りますようお願いを申し

上げまして、大変雑駁でございますけれども、就任の言葉にかえたいと思います。どうも

ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

〇福原臨時議長 これで臨時議長の職務は全部終了いたしました。ご協力ありがとうござ

いました。 

 田村議長、議長席にお着きください。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

 

午前１０時３１分  休憩 

午前１０時３３分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 これより議長の追加議事日程表第１号の追加１により会議を進めます。 

 

    ◎日程第１ 会期の決定 

〇田村議長 日程第１、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りをいたします。本臨時会の会期は、本日１日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、会期は本日１日と決定をいたしました。 

 

    ◎日程第２ 選挙第２号 

〇田村議長 日程第２、選挙第２号 副議長選挙を行います。 
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 選挙は、投票で行います。 

 議場の出入り口を閉めます。 

（議場閉鎖） 

〇田村議長 ただいまの出席議員は10名です。 

 次に、立会人を指名いたします。 

 会議規則第32条第２項の規定によって、立会人に二瓶隆議員、森秀幸議員を指名いたし

ます。 

 投票用紙を配付いたします。 

（投票用紙配付） 

〇田村議長 投票用紙の配付漏れはございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 配付漏れはなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

（投票箱点検） 

〇田村議長 投票箱は異状なしと認めます。 

 これより投票を行います。 

 念のために申し上げます。投票は、単記無記名です。投票用紙に被選挙人の氏名を投票

記載台で記載の上、仮議席番号２番議員から順番に投票をお願いいたします。 

（投票） 

〇田村議長 投票漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 投票漏れなしと認めます。 

 これで投票を終わります。 

 次に、開票を行います。立会人は、開票の立会をお願いいたします。 

（開票） 

〇田村議長 選挙の結果をご報告申し上げます。 

 投票総数10票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。 

 そのうち、有効投票10票、無効投票ゼロ票です。 

 有効投票のうち、森秀幸議員10票、以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は、３票です。 

 よって、森秀幸議員が副議長に当選をされました。 

 ここで議場の出入り口を開きます。 

（議場開鎖） 

〇田村議長 ただいま副議長に当選されました森議員が議場におられますので、会議規則

第33条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

 副議長に当選されました森議員から発言を求められておりますので、これを許します。 
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 森議員。 

〇森議員 一言ご挨拶を申し上げます。 

 このたびの議員各位のご推挙によりまして、私が副議長の席を汚すことになり、大変身

に余る思いでございます。本当にありがとうございます。 

 ごらんのように、大変微力でございますし、このような器ではございませんが、幸いに

しまして人格高潔な議長のもと、また同僚議員各位の絶大なるご協力とご指導、ご鞭撻を

いただきますことをお願い申し上げる次第でございます。 

 また、理事者各位におかれましては、前野村副議長同様、格別なご協力を賜りますこと

をお願い申し上げる次第でございます。 

 大変簡単措辞ではございますが、お礼とお願いと就任のご挨拶とさせていただきます。

大変どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ここで暫時休憩したいと思います。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、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時５０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。 

 

    ◎日程第３ 議席の指定 

〇田村議長 日程第３、議席の指定を行います。 

 議席は、会議規則第４条第１項の規定により、議長において指名をいたします。なお、

議会の運営に関する基準によって、議長席は最終番、副議長席は最終番から２番目と定め

られていますので、申し添えます。 

 議席番号と氏名を事務局長に朗読させます。 

〇前田議会事務局長 申し上げます。 

 １番は、欠員により空席となります。２番、澤口敏晴議員、３番、差間正樹議員、４番、

安藤忠司議員、５番、二瓶隆議員、６番、福原仁子議員、７番、杉江博議員、８番、河内

富喜議員、９番、阿部優議員、10番、森秀幸議員、11番、田村寛邦議員、以上です。 

〇田村議長 ただいま事務局長が朗読したとおり、議席を指定いたします。 

 議席が決まりましたので、ただいま指定した議席に移動、着席願います。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 

午後 １時０２分  休憩 
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午後 １時０３分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第４ 常任委員の選任 

〇田村議長 日程第４、常任委員の選任を行います。 

 常任委員の選任につきましては、委員会条例第９条第４項の規定により、議長において

指名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、議長において指名することに決定をいたしました。 

 申し上げます。１番は、欠員により空席となります。 

 初めに、総務文教厚生常任委員には、３番、差間議員、６番、福原議員、７番、杉江議

員、８番、河内議員、９番、阿部議員、11番、田村議員の６名。 

 次に、産業建設常任委員には、２番、澤口議員、４番、安藤議員、５番、二瓶議員、10番、

森議員の４名。 

 以上のとおり指名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、ただいま指名した方々を各常任委員に選任することに決定をいたしました。 

 ここで議事の都合により暫時休憩をいたします。 

 

午後 １時０５分  休憩 

午後 １時１２分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 申し上げます。私は、総務文教厚生常任委員となりましたが、議長の職責上、常任委員

を辞任いたしたいと思い、辞任を申し出るものです。 

 なお、この場合、私は除斥の対象となりますので、議長を副議長と交代し、退席をいた

します。 

 副議長、議長席にお着きください。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 

午後 １時１３分  休憩 

午後 １時１４分  再開 
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〇森副議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程の追加 

〇森副議長 ただいま配付のとおり、議長の常任委員辞任の申し出がありました。 

 お諮りをいたします。これを日程に追加し、追加日程第１として直ちに議題としたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇森副議長 異議なしと認めます。 

 よって、議長の常任委員辞任の件を追加し、追加日程第１として直ちに議題とすること

に決定をいたしました。 

 

    ◎追加日程第１ 議長の常任委員辞任 

〇森副議長 追加日程第１、議長の常任委員辞任を議題といたします。 

 総務文教厚生常任委員に選任されました議長から、議長はその職責上、どの委員会にも

出席する権限を有しているほか、可否同数の際における裁決権など議長固有の権限を考慮

するとき、一個の委員会に委員として所属することは適当でないし、また行政実例でも議

長については辞任を認めているところでもありますので、総務文教厚生常任委員を辞任し

たいとするものです。 

 お諮りをいたします。本件は、申し出のとおり辞任を許可することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

〇森副議長 異議なしと認めます。 

 よって、議長の常任委員辞任を許可することに決定をいたしました。 

 ここで議長交代のため暫時休憩いたします。 

 

午後 １時１６分  休憩 

午後 １時１７分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 先ほど常任委員が選任されましたので、各常任委員会において直ちに正副委員長の互選

を行っていただきたいと思います。 

 場所は、委員会室といたします。 

 これをもって通知済みといたします。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

 

午後 １時１７分  休憩 
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午後 ２時２８分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎諸般の報告 

〇田村議長 諸般の報告をいたします。 

 各常任委員会より正副委員長の互選結果が議長に届いておりますので、報告をいたしま

す。 

 総務文教厚生常任委員会委員長には阿部優議員、副委員長には差間正樹議員、産業建設

常任委員会委員長には二瓶隆議員、副委員長には安藤忠司議員がそれぞれ選任されました。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第５ 議会運営委員の選任 

〇田村議長 日程第５、議会運営委員の選任を行います。 

 議会運営委員の選任につきましては、委員会条例第９条第４項の規定により、議長にお

いて指名いたします。 

 議会運営委員には、９番、阿部議員、５番、二瓶議員、８番、河内議員、６番、福原議

員、４番、安藤議員の５名。 

 以上のとおり指名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、ただいま指名した方々を議会運営委員に選任することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第６ 浦幌町議会広報編集特別委員会の設置及び委員の選任 

〇田村議長 日程第６、浦幌町議会広報編集特別委員会の設置及び委員の選任を行います。 

 お諮りをいたします。お手元に配付のとおり、目的、定数、期間、閉会中の継続調査な

どを定めた浦幌町議会広報編集特別委員会を設置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、浦幌町議会広報編集特別委員会を設置することに決定をいたしました。 

 ただいま設置されました浦幌町議会広報編集特別委員会委員の選任につきましては、委

員会条例第９条第４項の規定により、議長において指名をいたします。 

 委員には、３番、差間議員、６番、福原議員、７番、杉江議員、８番、河内議員、９番、

阿部議員の５名。 

 以上のとおり指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
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（「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、ただいま指名した方々を議会広報編集特別委員会委員に選任することに決定を

いたしました。 

 ここで議会運営委員会並びに浦幌町議会広報編集特別委員会におきましては、それぞれ

正副委員長の互選を行っていただきたいと思います。 

 場所は、委員会室といたします。 

 これをもって通知済みといたします。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時３３分  休憩 

午後 ３時０４分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎諸般の報告 

〇田村議長 諸般の報告をいたします。 

 議会運営委員会並びに議会広報編集特別委員会より正副委員長の互選の結果が議長に届

いておりますので、報告をいたします。 

 議会運営委員会委員長には河内富喜議員、副委員長には安藤忠司議員、議会広報編集特

別委員会委員長には阿部優議員、副委員長には差間正樹議員がそれぞれ選任されました。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第７ 選挙第３号 

〇田村議長 日程第７、選挙第３号 東十勝消防事務組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りをいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定によ

り、指名推選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、選挙の方法は指名推選とすることに決定をいたしました。 

 指名の方法は、議長において指名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、指名の方法は議長において指名することに決定をいたしました。 

 東十勝消防事務組合議会議員には、２番、澤口議員、３番、差間議員、11番、田村議員

を指名いたします。 
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 お諮りをいたします。ただいま指名した方々を東十勝消防事務組合議会議員の当選人と

すること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、ただいま指名した方々が東十勝消防事務組合議会議員に当選をされました。 

 当選された方々が議場におられますので、本席から会議規則第33条第２項の規定により

告知をいたします。 

 

    ◎日程第８ 選挙第４号 

〇田村議長 日程第８、選挙第４号 とかち広域消防事務組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りをいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定によ

り、指名推選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、選挙の方法は指名推選とすることに決定をいたしました。 

 指名の方法は、議長において指名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、指名の方法は議長において指名することに決定をいたしました。 

 とかち広域消防事務組合議会議員には、田村寛邦を指名いたします。 

 お諮りをいたします。ただいま指名した田村寛邦を当選人とすることにご異議ありませ

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、ただいま指名した田村寛邦がとかち広域消防事務組合議会議員に当選をしまし

た。 

 

    ◎日程第９ 選挙第５号 

〇田村議長 日程第９、選挙第５号 十勝圏複合事務組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りをいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定によ

り、指名推選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、選挙の方法は指名推選とすることに決定をいたしました。 

 指名の方法は、議長において指名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） 
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〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、指名の方法は議長において指名することに決定をいたしました。 

 十勝圏複合事務組合議会議員には、田村寛邦を指名いたします。 

 お諮りをいたします。ただいま指名した田村寛邦を当選人とすることにご異議ありませ

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、ただいま指名した田村寛邦が十勝圏複合事務組合議会議員に当選をいたしまし

た。 

 

    ◎日程第１０ 選挙第６号 

〇田村議長 日程第10、選挙第６号 十勝環境複合事務組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りをいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定によ

り、指名推選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、選挙の方法は指名推選とすることに決定をいたしました。 

 指名の方法は、議長において指名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、指名の方法は議長において指名することに決定をいたしました。 

 十勝環境複合事務組合議会議員には、田村寛邦を指名いたします。 

 お諮りをいたします。ただいま指名した田村寛邦を当選人とすることにご異議ありませ

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、ただいま指名した田村寛邦が十勝環境複合事務組合議会議員に当選をいたしま

した。 

 

    ◎日程第１１ 承認第３号 

〇田村議長 日程第11、承認第３号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分をしたので、同条第３項の
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規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成27年５月８日提出、浦幌町長。 

 専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 平成27年３月31日、浦幌町長。 

 記、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、別紙のとおり。 

 次のページをごらん願います。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。 

 浦幌町税条例等の一部を改正する条例（平成26年浦幌町条例第６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いたします。説明資料１ページをご

らん願います。１、改正の趣旨、地方税等の一部を改正する法律（平成27年法律第２号）、

地方税法施行令等の一部を改正する政令（平成27年政令第161号）及び地方税法施行規則の

一部を改正する省令（平成27年総務省令第38号）が平成27年３月31日に公布されたことに

伴い、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ものです。 

 ２、改正の主な内容、改正項目、軽自動車税の税率、条項番号、附則第１条、第４条、

改正内容、平成27年度以後の年度分について適用することとされていた原動機付自転車、

２輪の軽自動車、２輪の小型自動車及び小型特殊自動車に係る税率について、適用開始時

期を１年間延長し、平成28年度以後の年度分について適用する。 

 ３、施行期日、この条例は、公布の日から施行する。 

 平成27年度分から新たな税率が適用されることとなっておりましたバイク等の２輪車、

トラクター、フォークリフトなどの小型特殊自動車に係る軽自動車税について適用開始時

期を１年間延長し、平成28年度分から適用する見直しがされたところです。 

 今回の改正は施行期日を改正するものでありましたので、平成27年３月31日までに条例

の改正と公布が必要とされました。本町におきましても、国と同様の措置を講ずることと

したことから、法の公布日と同日である平成27年３月31日をもって専決処分により条例の

一部を改正し、同じく公布したところです。 

 法の公布が平成27年３月31日という急を要する日であったことから専決処分をさせてい

ただきましたので、何とぞご承認賜りますようお願いをいたします。 

 なお、この改正による影響額につきましては、当初予算ベースで1,540台分、82万6,000円

の歳入減となる見込みです。 

 以上で説明を終わらせていただきます。終わります。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより承認第３号を採決いたします。 

 本案を承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、承認第３号は承認することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１２ 承認第４号 

〇田村議長 日程第12、承認第４号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて。 

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

規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成27年５月８日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 平成27年３月31日、浦幌町長。 

 記、浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例の一部を改正する条例の一部改

正について、別紙のとおり。 

 次のページをごらん願います。浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例の一

部を改正する条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例の一部を改正する条例（平成27年浦

幌町条例第12号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２項を削り、附則第１項の見出し及び項番号を削る。 

 附則、この条例は公布の日から施行する。 

 条例の一部改正内容は、説明資料の３ページによりご説明いたしますので、ごらん願い

ます。浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例の一部を改正する条例の一部改

正説明資料。 

 １の改正の趣旨でございますが、子ども・子育て支援新制度が平成27年４月に施行され

たことから、平成27年第１回浦幌町議会定例会において、浦幌町立保育園の設置及び保育

の実施に関する条例の一部を改正し、平成26年度在園児に対しては、卒園までの間の保育

料徴収金は従前の例とする経過措置を設けましたが、新入園児と比較した場合、在園児が

属する世帯の階層区分が上回り、新入園児の保育料徴収金より高くなる保護者がいること
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から、在園児の保育料徴収金について一部改正を行うものでございます。 

 ２の改正内容でございますが、附則第２項を削り、在園児の保育料算定については改正

後の保育料徴収金基準額表を用いることとするものでございます。 

 浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例の一部を改正する条例（平成27年浦

幌町条例第12号）は、本年４月からの子ども・子育て支援新制度の実施に伴いまして、さ

きの第１回浦幌町議会定例会におきまして可決いただき、保育料の算定のもととなる税額

を所得税から町民税所得割額に変更いたしました。保育料は、保護者の所得に応じた負担

を基本として、国が定める基準を上限に設定し、新制度施行前と施行後において保護者の

保育料負担額が可能な限り現行水準に近い形になるように保育料を設定し、さらに経過措

置としまして既に保育園に入園しています児童が引き続き入所する場合の保育料につきま

しては、その児童が卒園するまでの間、従前の保育園徴収金基準額表を使用し、保育料の

額を決定することにより在園児の保育料に極力影響が出ないようにいたしましたが、在園

児と新入園児を比較した場合、在園児が属する世帯の階層区分が上回り、新入園児の保育

料徴収金より高くなる保護者がいましたことから、このたびの条例の一部改正は在園児の

保育料徴収金についても改正後の保育園徴収金基準額表を使用し、保育料の額を決定する

ものでありまして、これによりまして在園児と新入園児はともに改正後の保育園徴収金基

準額表を使用することで保育料金の適正を図るものでございます。 

 なお、このたびの改正条例は、第１回町議会定例会で可決いただきまして、本年４月１

日から施行しました条例について専決処分により一部改正を行い、平成27年３月31日に公

布し、施行しましたことにより、今回承認を求めることになりました。このようになりま

したことに対しまして、深くおわびを申し上げるところでございます。 

 新旧対照表につきましては、４ページに記載しておりますので、ご参照願いたいと思い

ます。 

 以上で説明を終わりますので、ご承認賜りますよう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。 

 これより承認第４号を採決いたします。 

 本案を承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、承認第４号は承認することに決定をいたしました。 
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    ◎日程第１３ 承認第５号 

〇田村議長 日程第13、承認第５号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて。 

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

規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成27年５月８日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 平成27年３月31日、浦幌町長。 

 記、浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関する条例の一部を改正する条例の

一部改正について、別紙のとおり。 

 次のページをごらん願います。浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関する条

例の一部を改正する条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関する条例の一部を改正する条例（平成

27年浦幌町条例第13号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２項を削り、附則第１項の見出し及び項番号を削る。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 条例の一部改正内容は、説明資料５ページによりご説明いたしますので、ごらん願いま

す。浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関する条例の一部を改正する条例の一

部改正説明資料。 

 １の改正の趣旨でございますが、子ども・子育て支援新制度が平成27年４月に施行され

たことから、平成27年第１回浦幌町議会定例会におきまして、浦幌町立へき地保育所の設

置及び保育の実施に関する条例の一部を改正し、平成26年度在園児に対しましては、卒園

までの間の保育料徴収金は従前の例とする経過措置を設けましたが、新入園児と比較した

場合、在園児が属する世帯の階層区分が上回り、新入園児の保育料徴収金より高くなる保

護者がいることから、在園児の保育料徴収金について一部改正を行うものでございます。 

 ２の改正の内容でございますが、附則第２項を削り、在園児の保育料算定については改

正後の保育料徴収金基準額表を用いることとするものでございます。 

 浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関する条例の一部を改正する条例（平成

27年浦幌町条例第13号）は、本年４月からの子ども・子育て支援新制度の実施に伴いまし

て、さきの第１回浦幌町議会定例会におきまして可決いただき、保育料の算定のもととな

る税額を民間保育所に準じまして所得税から町民税所得割額に変更いたしました。保育料

は、保護者の所得に応じた負担を基本として、国が定める基準を上限に設定し、新制度施
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行前と施行後において保護者の保育料負担額が可能な限り現行水準に近い形になるように

保育料を設定し、さらに経過措置としまして既に保育所に入所しています児童が引き続き

入所する場合の保育料につきましては、その児童が卒園するまでの間、従前の保育所徴収

金基準額表を使用し、保育料の額を決定することにより在園児の保育料に極力影響が出な

いようにいたしましたが、在園児と新入園児を比較した場合、在園児が属する世帯の階層

区分が上回りまして、新入園児の保育料徴収金より高くなる保護者がいましたことから、

このたびの条例の一部改正は在園児の保育料徴収金についても改正後の保育所徴収金基準

額表を使用しまして、保育料の額を決定するものであります。これによりまして、在園児

と新入園児はともに改正後の保育所徴収金基準額表を使用することで保育料の適正を図る

ものでございます。 

 なお、このたびの条例改正は、第１回浦幌町議会定例会で可決いただきまして、本年４

月１日から施行しました条例について専決処分により一部改正を行い、平成27年３月31日

に公布し、施行しましたことにより、今回承認を求めることになりました。このようなこ

とになりましたことに深くおわびを申し上げるところでございます。 

 新旧対照表につきましては、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、ご承認賜りますよう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。 

 これより承認第５号を採決いたします。 

 本案を承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、承認第５号は承認することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１４ 同意第１号 

〇田村議長 日程第14、同意第１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。 

 地方自治法第117条の規定により除斥を行います。 

 杉江議員の退席を求めます。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時３０分  休憩 
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午後 ３時３０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 同意第１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。 

 浦幌町監査委員に次の者を選任したいから、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。 

 平成27年５月８日提出、浦幌町長。 

 記、議会選出監査委員に杉江博議員を選任させていただきますので、議員の皆様のご同

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、質疑、討論を省略し、これより採決をいたします。 

 本件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号はこれに同意することに決定をいたしました。 

 杉江議員の復席を求めます。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時３２分  休憩 

午後 ３時３２分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第１５ 同意第２号 

〇田村議長 日程第15、同意第２号 浦幌町副町長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。 

 提出者からの説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 同意第２号 浦幌町副町長の選任につき同意を求めることについて。 

 浦幌町副町長に次の者を選任したいから、地方自治法第162条の規定により議会の同意を

求める。 

 平成27年５月８日提出、浦幌町長。 

 氏名、鈴木宏昌、生年月日、昭和30年２月９日生まれ。 

 任期につきましては、平成27年５月９日から平成31年５月８日であります。 

 経歴につきましては、昭和50年７月から平成27年３月まで浦幌町役場に従事しておりま
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す。 

 以上で説明をさせていただきますので、議会議員の皆様の同意を賜りますようよろしく

お願いを申し上げます。 

 以上であります。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 これより討論を省略し、採決を行います。 

 この採決は、無記名投票で行います。 

 議場の出入り口を閉めます。 

（議場閉鎖） 

〇田村議長 議長を除くただいまの出席議員は９名です。 

 次に、立会人を指名いたします。 

 会議規則第32条第２項の規定により、立会人に６番、福原議員、７番、杉江議員を指名

いたします。 

 これより投票用紙を配ります。 

（投票用紙配付） 

〇田村議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

（投票箱点検） 

〇田村議長 異状なしと認めます。 

 念のために申し上げます。投票は、単記無記名です。本件を可とする方は表決欄に賛成

と、否とする方は表決欄に反対と記載願います。賛否を表明しない投票及び賛否が明らか

でない投票は否とみなします。 

 これより投票を行います。２番議員から順番に記載台で記載の上、投票をお願いいたし

ます。 

（投票） 

〇田村議長 投票漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 投票漏れなしと認めます。 

 これで投票を終わります。 

 これより開票を行います。立会人は、開票の立ち会いをお願いいたします。 

（開票） 

〇田村議長 投票の結果を報告いたします。 
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 投票総数９票、賛成９票、反対ゼロ票です。 

 以上のとおり賛成全員であります。 

 よって、同意第２号は原案のとおり同意することに決定をいたしました。 

 議場の出入り口を開きます。 

（議場開鎖） 

 

    ◎閉会の宣告 

〇田村議長 以上で本臨時会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。 

 これをもって会議を閉じます。 

 平成27年第２回浦幌町議会臨時会を閉会いたします。 

閉会 午後 ３時４６分 

 


