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平成２９年第２回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

平成２９年６月１２日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 １時２２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 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２８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 ４号 平成２８年度浦幌町町有林野特別会計繰越明許費繰越計算 

              について 

 日程第 ９ 報告第 ５号 権利の放棄について 

 日程第１０ 報告第 ６号 専決処分の報告について 

              （損害賠償の額の決定） 

 日程第１１ 議案第４４号 浦幌町立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正について 

 日程第１２ 議案第４５号 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 

              改正について 

 日程第１３ 議案第４６号 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 

              の一部改正について 

 日程第１４ 議案第４７号 十勝環境複合事務組合規約の変更について 

 日程第１５ 議案第４８号 十勝環境複合事務組合の解散について 

 日程第１６ 議案第４９号 十勝環境複合事務組合の解散に伴う財産処分について 

 日程第１７ 議案第５０号 十勝圏複合事務組合規約の変更について 

 日程第１８ 議案第５１号 財産の取得について 

              （塵芥処理車） 

 日程第１９ 議案第５２号 財産の取得について 

              （スクールバス） 

 日程第２０ 議案第５３号 平成２９年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第２１ 議案第５４号 平成２９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５５号 平成２９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５６号 平成２９年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 
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 日程第２４ 議案第５７号 平成２９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５８号 平成２９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５９号 平成２９年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 日程第２７ 同意第 ４号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることに 

              ついて 

 日程第２８ 同意第 ５号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることに 

              ついて 

 日程第２９ 同意第 ６号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることに 

              ついて 

 日程第３０ 同意第 ７号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることに 

              ついて 

 日程第３１ 同意第 ８号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることに 

              ついて 

 日程第３２ 同意第 ９号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることに 

              ついて 

 日程第３３ 同意第１０号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることに 

              ついて 

 日程第３４ 同意第１１号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることに 

              ついて 

 日程第３５ 同意第１２号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることに 

              ついて 

 日程第３６ 同意第１３号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることに 

              ついて 

 日程第３７ 議案第１４号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることに 

              ついて 

 日程第３８ 同意第１５号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることに 

              ついて 

 日程第３９ 同意第１６号 浦幌町農業委員会の委員の任命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 
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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 

     ま ち づ く り 政 策 課 長   山  本  輝  男 

          町 民 課 長      山  本  浩  宣 

     保健福祉課長   熊  谷  晴  裕 

          産 業 課 長      岡  崎  史  彦 

     施 設 課 長   小  川  博  也 

     上浦幌支所長   小  島  師  紀 

     会 計 管 理 者   大  山  則  幸 

          診療所事務長      菅  原     敏 

 

    教育委員会 

          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      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   新  川  寿  雄 

     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29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 議会運営委員会報告をいたします。 

 平成29年第２回浦幌町議会定例会の運営について、６月５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。 

 本定例会には、諸般の報告、行政報告に続き、報告第２号から第６号までの５件、一般

議案、第44号から第52号までの９件、平成29年度一般会計ほか各特別会計補正予算の議案、

第53号から第59号までの７件、同意第４号から第16号までの13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19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16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を行って

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よろし

くお願いを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125条の規定により、８番、河内富喜議員、９番、

阿部優議員を指名いたします。 

 

    ◎日程第３ 会期の決定 
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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19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19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。 

〇新川議会事務局長 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29年５月29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29年５月15日から平成29年６月11日までの議長等の動静及び議員の派遣結果

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、ごらんおきを願います。 

 なお、監査委員から提出のあった平成28年度２月分から平成28年度４月分及び平成29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。 

 平成29年５月15日から平成29年６月11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、２条通改良工事ほか14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、厚内上厚内線舗装修繕調査測量設

計委託業務ほか４件であります。 

 ４、その他については、特段ございません。 

 以上で行政報告とさせていただきます。 

〇田村議長 これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第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を議題と
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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28年度決算及び平

成29年度事業計画を次のとおり報告する。 

 平成29年６月12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28年４月１日から平成29年３月31日

まで。１、平成29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おります。 

 （６）従業員の状況でございますが、男性22名、女性10名、合計32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、31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、平成28年度は各地での大きな災害が影響し、ふるさと納税

の記念品につきましては前年を大きく下回りました。大手百貨店との提携のセット商品に

つきましては、前年のとおりの発注を受けております。また、新たに大手食品会社とのお

中元の提携を行っております。主力のギョウジャニンニクについては、前年同様に原料の

動きが鈍く、新たな販路の拡大を模索しています。反面、生食の需要が前年比35％増とな

り、今後も大きく伸びる状況となっています。 

 （３）健康湯事業については、総体的に若干の減はありましたが、大人の数は前年を上

回っています。少子化の影響か、中人、小人の数が減っているものの、事業運営は安定し

ていると言えます。 

 次のページをごらんください。平成29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28年４月１日から平成29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

5,416万7,232円、売り上げ原価は2,446万9,247円、販売及び一般管理費は１億2,642万
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1,854円、営業利益は327万6,131円、営業外損益、営業外収益は14万6,713円、営業外費用

は13万1,796円、経常利益が329万1,048円になりました。法人税等充当額が83万3,383円、

当期純利益が245万7,665円、前期繰越利益がマイナス2,630万5,723円、当期未処分利益が

マイナス2,384万8,058円でございます。 

 次のページをごらんください。平成29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、各事業所において一人一人が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、ふるさと納税につきましてはますます返礼品に対する競争の

過熱が指摘され、一部見直しがされています。ここ２年右肩下がりで推移しておりますの

で、現在冷凍２品目から冷蔵、常温のセットを提案してまいります。ギョウジャニンニク

につきましては、生食に対する人気が特に高く、関東の通販会社より昨年の３倍の発注が

ありました。昨年度の倍の採取を行いましたが、全て予約済みとなっております。今年度

は、さらに商品の積極的な紹介、販売活動を行ってまいります。具体的には記載しており

ます４点を柱に取り組みを進めてまいります。 

 ３、健康湯事業につきましては、町内及び近郊の町のお客様は安定しております。少子

化あるいは高速道路の開通により、商業施設は少なからず影響はあるものの、前年度の実

績をしっかりと分析しながら、災害時対策、環境整備等基本を全従業員で推進してまいり

ます。 

 次のページをごらんください。平成29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１億3,099万4,268円、事業収

入を合計いたしまして１億6,699万4,268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730万円、計2,930万円、受託事業及び指定管理事業の各

事業所支出経費が１億2,409万4,268円、一般管理経費が690万円、計１億3,099万4,268円、

事業支出を合計いたしまして１億6,029万4,268円、粗利益は670万円でございます。 

 次のページの平成29年５月30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28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。 
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 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案書の９ページごらん願います。報告第３号 平成28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28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29年６月12日提出、浦幌町長。 

 次のページごらん願います。平成28年度浦幌町一般会計繰越明許費繰越計算書。２款総

務費、３項戸籍住民登録費、事業名、個人番号カード交付事業、金額121万5,000円、翌年

度繰越額40万4,000円、財源内訳につきましては全額国、道支出金でございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、事業名、浦幌町担い手確保・経営強化支援事業、金額

6,597万3,000円、翌年度繰越額2,000万円、財源内訳につきましては全額国、道支出金でご

ざいます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、事業名、産地パワーアップ事業、金額３億3,166万

9,000円、翌年度繰越額３億3,166万9,000円、財源内訳につきましては全額国、道支出金で

ございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、事業名、台風被害等による鹿柵被害復旧支援事業、金

額5,580万円、翌年度繰越額5,580万円、財源内訳につきましては全額一般財源でございま

す。 

 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747万3,000円、翌年度繰越額747万3,000円、財源内訳につきましては右の欄に記載の

とおりとなっております。 

 11款災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧費、事業名、公共土木施設災害応急事業、

金額8,955万7,000円、翌年度繰越額2,820万円、財源内訳につきましては右の欄に記載のと

おりとなっております。 

 11款災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧費、事業名、現年発生補助災害復旧事業、

金額3,867万円、翌年度繰越額3,867万円、財源内訳につきましては右の欄に記載のとおり

となっております。 

 11款災害復旧費、２項農林水産施設災害復旧費、事業名、林道川流布小笠原線災害復旧

事業、金額1,550万円、翌年度繰越額1,550万円、財源内訳につきましては右の欄に記載の

とおりとなっております。これら全て平成29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。 

 合計でございます。金額６億585万7,000円、翌年度繰越額４億9,771万6,000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） 
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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 報告第４号 

〇田村議長 日程第８、報告第４号 平成28年度浦幌町町有林野特別会計繰越明許費繰越

計算についてを議題といたします。 

 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11ページをごらんください。報告第４号 平成28年

度浦幌町町有林野特別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28年度浦幌町町有林野特別会計の繰

越明許費繰越計算について、次のとおり報告する。 

 平成29年６月12日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんください。平成28年度浦幌町町有林野特別会計繰越明許費繰越計算

書。２款１項財産造成費、事業名、林道専用道（規格相当）大野の沢線開設事業、金額2,550万

円、翌年度への繰越額が2,550万円となるものでございます。財源の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。このことにつきましては、平成29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の補正の内容でございます。 

 計の欄につきましては、同額でございますので、説明を省略させていただきます。 

 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９ 報告第５号 

〇田村議長 日程第９、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。 

〇山本町民課長 議案13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条の規定により債権を放棄したので、同条第３項の規定により

次のとおり報告する。 

 平成29年６月12日提出、浦幌町長。 

 次の表は、放棄した債権の一覧でございます。読み上げて説明にかえさせていただきま

す。 

 債権名称、改良住宅使用料、放棄の事由、条例第16条第１項第５号、件数１件、件数に
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つきましては実人員となってございますので、１名でございます。金額３万1,000円、発生

年度につきましては記載のとおりでございます。 

 次に、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５号によるもの、

件数１件、金額72万8,200円、発生年度は記載のとおりでございます。 

 次に、債権名称、水道使用料、放棄の事由、条例第16条第１項第６号、件数１件でござ

います。金額４万8,200円、発生年度は記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 これで報告第５号を終わります。 

 

    ◎日程第１０ 報告第６号 

〇田村議長 日程第10、報告第６号 専決処分の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。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 議案14ページをごらんおきを願いたいと思います。報告第６号 専決処分

の報告について。 

 損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第１項の規定により、次のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

平成29年６月12日提出、浦幌町長。 

 記、１、損害賠償の額、43万5,590円。 

 ２、損害賠償の相手方、東日本電信電話株式会社北海道支店でございます。札幌市中央

区大通西14丁目７番地、支店長、野地秀幸でございます。 

 ３、事故の発生年月日、平成28年12月27日。 

 ４、事故の発生場所につきましては、記載のとおりでございます。 

 ５、事故の概要、町職員が町道消防会館通りの除雪作業中、除雪グレーダーの運転操作

を誤り、電柱支線に接触し、電柱、架空メタルケーブルなどを破損させた事故でございま

す。 

 ６、専決処分日、平成29年５月24日は相手方との示談の成立となった日でございます。 

 なお、損害賠償につきましては、相手方との示談により事故の状況から相手方財産に係

る修理費相当の43万5,590円全額について賠償を補償するもので、その補償費につきまして

は全国町村会総合賠償補償保険で対応するものでございます。 

 このたびの事故につきましては、物的財産に損傷を負わすもので、人的な事故に至るこ

とはありませんでしたが、事態を重く受けとめ、除雪作業走行中に係る注意義務遵守にお

ける過失について看過することなく職員への事故防止の徹底を促し、交通安全への取り組
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み強化へのさらなる指導に努めてまいりたいと思っております。 

 以上、専決処分の報告とさせていただきます。 

〇田村議長 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 これで報告第６号を終わります。 

 

    ◎日程第１１ 議案第４４号 

〇田村議長 日程第11、議案第44号 浦幌町立幼稚園保育料等徴収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。 

〇熊谷保健福祉課長 議案15ページをごらん願います。議案第44号 浦幌町立幼稚園保育

料等徴収条例の一部改正について。 

 浦幌町立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成29年６月12日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町立幼稚園保育料等徴収条例（平成13年浦幌町条例第39号）の一部を次のように改

正する。 

 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

より説明いたします。説明資料の１ページをごらん願います。浦幌町立幼稚園保育料等徴

収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、子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令（平

成29年政令第95号）が平成29年３月31日に公布され、平成29年４月１日より適用されまし

た。この改正の趣旨は低所得世帯、多子世帯等の経済的負担軽減を拡充するものであるた

め、第２子の幼稚園保育料の一部無償化を図るとともに、ひとり親世帯等の第１子の保育

料の一部負担軽減を図るため、本条例の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、国の施策により階層区分第２階層の町民税非課税世帯

に属する第２子の保育料を現行の1,500円、通常保育は3,000円でございますが、第２子と

いうことで２分の１の1,500円という中身でございますけれども、1,500円から中段の表の

とおり無料にするものでございます。また、国の施策によりひとり親世帯等で第３階層と

認定された世帯であっても、町民税所得割７万7,100円以下に該当する世帯である場合には

第１子の保育料は3,000円とするもので、２ページの新旧対照表下段に記載のとおり改正前

の当該階層の徴収額から1,000円を控除した現行の第３階層保育料6,500円を改正後は

3,000円に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29年４月１日から適用するも
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のでございます。 

 なお、新旧対照表につきましては２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１２ 議案第４５号 

〇田村議長 日程第12、議案第45号 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。 

〇熊谷保健福祉課長 議案17ページをごらん願います。議案第45号 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改正について。 

 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を次のように

定める。 

 平成29年６月12日提出、浦幌町長。 

 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。 

 浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例（平成10年浦幌町条例第１号）の一

部を次のように改正する。 

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

より説明いたします。説明資料の４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・子育て支援法施行令の一部を改正する政令（平

成29年政令第95号）が平成29年３月31日に公布され、平成29年４月１日より適用されまし

た。この改正の趣旨は低所得世帯、多子世帯等の経済的負担軽減を拡充するものであり、

また北海道では多子世帯の保育料負担軽減支援事業実施要綱が定められ、平成29年４月１
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日より施行されていることから、第２子の保育料の一部無料化を図るとともに、国の施策

であるひとり親世帯等の第１子の保育料の一部負担軽減を図るため、本条例を改正するも

のでございます。 

 ２の改正の内容でございますが、国の施策により階層区分第２階層の町民税非課税世帯

に属する第２子の保育料を無料とし、北海道の施策により子ども・子育て支援法（平成24年

法律第65号）第19条第１項第３号、いわゆる保育を必要とする３歳未満児ですが、その該

当児童の階層区分第３階層から５―２階層までの世帯に属する第２子の保育料を無料とす

るものです。また、国の施策によりひとり親世帯等の第１子の保育料について第３階層と

認定された世帯、第４―１階層と認定された世帯及び第４―２階層と認定された世帯のう

ち町民税所得割７万7,100円以下と認定された世帯である場合の３歳以上児の保育料は

6,000円とし、３歳未満児の保育料は9,000円とするものでございます。 

 それでは、４ページの説明資料中段から下の改正前と改正後の表で説明させていただき

ます。子ども・子育て支援法第19条第１項第２号、保育を必要とする３歳以上児ですが、

その該当児童については国の施策のとおり第２階層である町民税非課税世帯の第２子の保

育料を表のとおり無料にするものでございます。 

 次のページをごらん願います。子ども・子育て支援法第19条第１項第３号、いわゆる保

育を必要とする３歳未満児の該当児童については、国と道の施策のとおり第２階層である

町民税非課税世帯から第５―２階層である町民税所得割16万9,000円未満までの第２子の

保育料を表のとおり無料にするものでございます。また、ひとり親世帯等の保育料負担軽

減については、国の施策のとおり９ページの新旧対照表に記載のとおり町民税所得割課税

額７万7,100円以下のひとり親世帯に対し、第１子の保育料については３歳以上は現在の階

層の徴収額から1,000円を控除した第３階層保育料6,500円から第４―２階層までの保育料

１万3,500円を6,000円とし、３歳未満児は現在の当該階層の徴収額から1,000円を控除した

第３階層の保育料１万円から第４―２の階層までの保育料１万7,000円を9,000円とする改

正内容でございます。 

 ３の施行期日でございますが、公布の日から施行し、平成29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６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、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。 
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 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１３ 議案第４６号 

〇田村議長 日程第13、議案第46号 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。 

〇熊谷保健福祉課長 議案19ページをごらん願います。議案第46号 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改正について。 

 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を次の

ように定める。 

 平成29年６月12日提出、浦幌町長。 

 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。 

 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（平成11年浦幌町条例第31号）

の一部を次のように改正する。 

 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

より説明いたします。説明資料の10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・子育て支援法施行令の一部を改正する政令（平

成29年政令第95号）が平成29年３月31日に公布され、平成29年４月１日より適用されまし

た。この改正の趣旨は低所得世帯、多子世帯等の経済的負担軽減を拡充するものであり、

また北海道では多子世帯の保育料負担軽減支援事業実施要綱が定められ、平成29年４月１

日より施行されていることから、第２子の保育料の一部無料化を図るとともに、国の施策

であるひとり親世帯等の第１子の保育料の一部負担軽減を図るため、本条例の改正を行う

ものでございます。 

 ２の改正内容でございますが、国の施策により階層区分第２階層の町民税非課税世帯に

属する第２子の保育料を無料とし、北海道の施策により子ども・子育て支援法（平成24年

法律第65号）第19条第１項第３号、保育を必要とする３歳未満児ですが、その該当児童の

階層区分第３階層から第５―２階層までの世帯に属する第２子の保育料を無料とするもの

でございます。また、国の施策によりひとり親世帯等の第１子の保育料は、第３階層と認

定された世帯である場合は３歳未満児の保育料は3,500円とし、３歳以上児の保育料は
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2,100円とし、第４―１階層と認定された世帯及び第４―２階層と認定された世帯のうち町

民税所得割７万7,100円以下と認定された世帯である場合は３歳未満児の保育料は9,000円

とし、３歳以上児の保育料は6,000円とするものでございます。 

 それでは、10ページ、説明資料中段から下の改正前と改正後の表で説明させていただき

ます。国の施策のとおり第２階層である町民税非課税世帯の第２子の保育料を表のとおり

無料とし、北海道の施策のとおり保育を必要とする３歳未満児については第３階層世帯で

ある町民税所得割４万8,600円未満から５―２階層世帯である町民税所得割16万9,000円未

満までの第２子の保育料を表のとおり無料とするものでございます。また、ひとり親世帯

の保育料負担軽減については、国の施策により14ページの新旧対照表に記載のとおり町民

税所得割課税額７万7,000円以下のひとり親世帯に対し第３階層と認定された世帯の第１

子の保育料について３歳未満児は国の基準額以下に設定するため現在の当該階層の徴収額

から1,000円を控除する額と変わらず3,500円とし、３歳以上児も同じく国の基準額以下に

設定しているため現行の保育料と変わらず2,100円とし、３歳未満児の第４―１階層

9,700円と第４―２階層１万2,400円の保育料を9,000円とし、３歳以上の第４―１階層

6,900円と第４―２階層9,600円の保育料を6,000円とする改正内容でございます。 

 ３の施行期日でございますが、公布の日から施行し、平成29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12ページから14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。 

 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４７号～日程第１６ 議案第４９号 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 日程第14、議案第47号 十勝環境複合事務組合規約の変更について及び日程第15、議案

第48号 十勝環境複合事務組合の解散について並びに日程第16、議案第49号 十勝環境複
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合事務組合の解散に伴う財産処分については、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、日程第14、議案第47号 十勝環境複合事務組合規約の変更

について及び日程第15、議案第48号 十勝環境複合事務組合の解散について並びに日程第

16、議案第49号 十勝環境複合事務組合の解散に伴う財産処分についての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の提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 議案21ページ、議案第47号 十勝環境複合事務組合規約の変更について、

23ページ、議案第48号 十勝環境複合事務組合の解散について、議案24ページ、議案第49号 

十勝環境複合事務組合の解散に伴う財産処分につきましては、３件一括して説明をさせて

いただきます。 

 なお、議案説明資料につきましては15ページ、議案第47号に係る新旧対照表につきまし

ては16ページに記載しておりますので、ごらんおき願います。 

 今回ご提案申し上げます議案の内容につきましては、十勝環境複合事務組合が行ってい

るし尿処理が管内全市町村となったことを受け、これまで構成市町村が同一となった場合

は組織の効率化に向け統合などを進めてきた経過を踏まえ、十勝環境複合事務組合と十勝

圏複合事務組合を統合し、効率的、効果的な広域連携の取り組みを進めるものでございま

す。十勝環境複合事務組合が平成30年３月31日をもって解散し、十勝圏複合事務組合に事

務を承継しようとすることに伴います、地方自治法の規定に基づきそれぞれ規約の変更、

解散、財産処分の協議をするため、本案を提出するものでございます。 

 議案書の21ページでございます。議案第47号 十勝環境複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、十勝環境複合事務組合規約を次のとおり変更す

る。 

 平成29年６月12日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。十勝環境複合事務組合規約の一部を改正する規約。 

 十勝環境複合事務組合規約の一部を次のように改正する。 

 以下、条文の朗読につきましては省略をさせていただきます。 

 続きまして、議案書の23ページでございます。議案第48号 十勝環境複合事務組合の解

散について。 

 地方自治法第288条の規定により、平成30年３月31日をもって、十勝環境複合事務組合を

解散する。 

 平成29年６月12日提出、浦幌町長。 

 続きまして、議案24ページをごらん願います。議案第49号 十勝環境複合事務組合の解
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散に伴う財産処分について。 

 地方自治法第289条の規定により、十勝環境複合事務組合の解散に伴う財産処分を、次の

とおり関係市町村の協議の上定める。 

 平成29年６月12日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。十勝環境複合事務組合の解散に伴う財産処分に関する協

議書。 

 地方自治法第289条の規定により、十勝環境複合事務組合（以下「組合」という。）の解

散に伴う財産処分について次のとおり定める。 

 以下、条文の朗読につきましては省略をさせていただきます。 

 以上、第47号から議案第49号につきまして提案理由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します。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第47号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 続きまして、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。 

 続きまして、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１７ 議案第５０号 

〇田村議長 日程第17、議案第50号 十勝圏複合事務組合規約の変更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。 

 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26ページをごらん願います。議案第50号 十勝圏複

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、十勝圏複合事務組合規約を次のように変更す

る。 

 平成29年６月12日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。十勝圏複合事務組合規約。 

 十勝圏複合事務組合規約の全部を改正する。 

 本規約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ます。 

 改正内容につきましては、議案書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17ページをごらん願います。十勝圏複合事務組合規約の変更に関する説明資料。 

 １、改正の理由でございますが、効率的、効果的な広域連携の取り組みを進めるため、

十勝環境複合事務組合規約との統合を行うとともに、所要の整理を行うため、組合規約の

全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、19ページの新旧対照表をごらん願います。左の列が改

正後の十勝圏複合事務組合規約、中央が改正前の規約、右の列が改正前の十勝圏環境複合

事務組合規約となっております。 

 初めに、第１条を削除していますので、第２条の組合の名称が第１条となりまして、以

下条の繰り上げ及び字句の整理を行いまして、全部で17条で構成されております。 

 第２条の組合を組織する地方公共団体は、十勝管内の全ての市町村を関係市町村とする

字句の整理を行っています。 

 第３条の組合の共同処理する事務は、表記の方法を表形式に改め、（１）が広域振興、（２）

が高等看護学院、（３）が教育研修センターとなっています。次のページをごらん願います。

引き続き（４）が滞納整理機構、その次に統合に伴いまして共同処理する事務として（５）

し尿処理、（６）ごみ処理、（７）下水処理を追加しております。 

 第４条の組合事務所の位置は、現在の帯広市役所から帯広市西24条北４丁目１番地５、

現在のくりりんセンター内に置くものでございます。 

 次のページをごらん願います。第８条は、組合議会の議決すべき事件のうち、関係市町

村の一部に係る議決について、新たに特別議決の規定を追加するものでございます。 

 第10条の執行機関の組織及び選任方法は、組合に組合長１人、副組合長１人及び会計管

理者１人を置くこととし、副組合長の選任方法につきましては現在は組合長の属する市町

村の副市町村長をもって充てる兼任の形となっていますが、改正後は組合長が組合議会の

同意を得る専任の副組合長を置くものでございます。 

 第11条の組合長等の任期は、第10条の副組合長の選任方法の変更に伴いまして任期を４

年とするものでございます。 
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 次のページをごらん願います。第16条の経費の支弁の方法は、統合後の関係市町村の負

担金について規定するものでございます。広域振興から下水処理まで７つの事務の負担率

は変更ありませんが、議会費、公平委員会費、監査委員費及び教育委員会費は均等割及び

人口割で算出していましたが、均等割に変更するものでございます。 

 次のページをごらん願います。第17条の基金は、平成元年と平成２年に各市町村から出

資されました出資額を別表としていましたが、これを第２項に表としてまとめるとともに、

字句の整理を行っております。 

 附則の第１条、施行期日でございますが、この規約は、平成30年４月１日から施行する

ものでございます。 

 また、統合に伴う措置としまして、第２条は平成30年３月31日をもって解散する十勝環

境複合事務組合の事務を承継することについて、第３条は役職員の選任に係る経過措置に

ついて、第４条は副組合長の選任手続に関する準備行為について、第５条は副組合長の任

期の特例につきまして規定を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１８ 議案第５１号 

〇田村議長 日程第18、議案第51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。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 議案書31ページをお開き願います。議案第51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29年６月12日提出、浦幌町長。 

 １、取得する財産、塵芥処理車、１台。 
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 ２、概要、４トン級ディーゼルエンジン、乗車定員３人、積み込み方式、回転板式、排

出方法、ダンプ式、架装容量８立米以上、最大積載量2,000キログラム前後。 

 ３、取得価格、1,522万8,000円。 

 ４、契約の方法、指名競争入札。 

 ５、契約の相手方、十勝郡浦幌町字住吉町64番地、株式会社松井商会代表取締役、松井

泉。 

 参考としまして、仮契約年月日につきましては平成29年５月29日、納期につきましては

平成30年３月23日でございます。 

 この財産の取得につきましては、平成17年度に購入した塵芥処理車を更新するものでご

ざいます。走行距離につきましては、５月末現在で45万3,000キロメートルでございます。 

 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51号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１９ 議案第５２号 

〇田村議長 日程第19、議案第52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。 

 教育委員会次長。 

〇鈴木教育次長 議案書の32ページをごらん願います。議案第52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29年６月12日提出、浦幌町長。 

 １、取得する財産、スクールバス、１台。 

 ２、概要、オートマチック（ＡＭＴ、オートメーテッドマニュアルトランスミッション）、

乗車定員38名で、うち座席が37名、運転席１名でございます。 

 ３、取得価格、2,221万5,600円。 
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 ４、契約の方法、指名競争入札。 

 ５、契約の相手方、帯広市西20条北１丁目３番２号、東北海道いすゞ自動車株式会社帯

広支店支店長、須田健一。 

 参考といたしまして、仮契約年月日は平成29年５月30日でございます。納期は平成30年

１月15日となっております。 

 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、安藤議員。 

〇安藤議員 今のスクールバスと、先ほどの塵芥処理車もそうですけれども、納車された

後には払い下げをする予定はあ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。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 今回のスクールバスにつきましては、払い下げではございませんで、下

取りということで対応する予定でございます。 

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52号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、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０４分  休憩 

午前１１時２０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 
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    ◎日程第２０ 議案第５３号 

〇田村議長 日程第20、議案第53号 平成29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 それでは、別冊の補正予算書１ページをごらん願います。説明資料に

つきましては25ージをお開き願います。議案第53号 平成29年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成29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2,427万7,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ69億6,560万1,000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 地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

 平成29年６月12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。 

 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、緊

急防災・減災対策事業、補正前限度額690万円、補正後限度額810万円。内容でございます。

防災拠点施設整備等事業、補正前限度額690万円、補正後限度額810万円。このことにつき

ましては、説明資料25ページに記載してございますが、指定避難所へのワイファイ設備導

入事業が緊急防災・減災事業債の対象事業となったことから追加するものでございます。

合計、補正前限度額12億4,080万円、補正後限度額12億4,200万円。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。 

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

説明を省略させていただきます。 

 ８ページをごらん願います。２、歳入、14款道支出金、２項道補助金、１目農林水産業

費道補助金1,007万円を追加し、１億3,567万6,000円、内容につきましては説明資料26ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 ３項委託金、１目総務費委託金9,000円を追加し、702万5,000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でございます。 

 17款繰入金、２項１目基金繰入金1,299万8,000円を追加し、４億3,050万9,000円、財政

調整基金繰入金を追加するものでございます。 

 20款１項町債、７目消防債120万円を追加し、1,370万円、内容につきましては説明資料

25ページに記載のとおりでございます。 
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 次の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、予算成立後における退職者

に係る人件費、４月１日付新規採用者、４月１日付人事異動に伴います科目間変更、扶養

等の支給区分の変更、共済組合納付金の納付金率の確定に伴います変更を行う内容でござ

います。一般会計、特別会計を合わせまして227万円の減額となるものでございます。なお、

各目における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。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費1,276万4,000円を減額し、２億9,352万

1,000円、内容につきましては人件費の補正でございます。 

 13目諸費44万2,000円を追加し、4,900万8,000円、内容につきましては説明資料25ページ

に記載してございますが、幾千世軽スポーツセンターのフェンス等撤去に要する機械借上

料を追加する内容でございます。 

 ２項徴税費、１目税務総務費23万4,000円を減額し、2,883万2,000円、内容につきまして

は人件費の補正でございます。 

 次のページごらん願います。３項１目戸籍住民登録費147万1,000円を減額し、1,691万

7,000円、内容としましては人件費の補正でございます。 

 ４項選挙費、１目選挙管理委員会費16万5,000円を減額し、1,070万5,000円、内容としま

しては人件費の補正でございます。 

 ５項統計調査費、１目統計調査総務費92万2,000円を追加し、1,443万2,000円、内容につ

きましては人件費の補正でございます。 

 次のページごらん願います。２目指定統計調査費9,000円を追加し、８万8,000円、内容

につきましては説明資料25ページに記載してございますが、調査員報酬の単価基準の増額

による追加でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費256万円を減額し、３億3,184万

5,000円、内容につきましては人件費の補正及び国民健康保険事業特別会計への繰出金を減

額する内容でございます。 

 ７目後期高齢者医療費41万9,000円を追加し、１億820万2,000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54万6,000円を追加し、1,679万8,000円、内容につ

きましては人件費の補正でございます。 

 次のページごらん願います。３目認可保育園運営費14万3,000円を追加し、8,314万

6,000円、内容につきましては人件費の補正でございます。 

 ４目へき地保育所運営費44万4,000円を減額し、3,493万2,000円、内容につきましては人

件費の補正でございます。 

 ６目子ども発達支援センター運営費197万円を減額し、1,534万円、内容につきましては

人件費の補正の内容でございます。 

 ８目子育て支援センター費57万8,000円を減額し、1,727万8,000円、内容につきましては
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人件費の補正でございます。 

 次のページでございます。３項老人福祉費、１目老人福祉総務費170万9,000円を追加し、

１億8,690万8,000円、内容につきましては介護保険特別会計繰出金を追加する内容でござ

います。 

 ３目老人ホーム費2,067万3,000円を追加し、２億247万3,000円、内容につきましては人

件費の補正及び説明資料26ページに記載してございますが、施設の修繕料並びにロッカー

式冷蔵庫の廃棄処分手数料及びロッカー式冷蔵庫にかわる新たな冷蔵庫の購入費用を追加

する内容でございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費161万7,000円を減額し、２億1,029万

8,000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の追加並びに説明

資料30ページの政策等調書に記載してございますが、新規事業として不育症治療費補助金

を追加する内容でございます。 

 次のページをごらん願います。５目医療対策費145万8,000円を追加し、１億1,598万

3,000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内容でございま

す。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費229万7,000円を減額し、3,346万

3,000円、内容につきましては人件費の補正の内容でございます。 

 ２目農業総務費439万円を追加し、4,939万7,000円、内容につきましては人件費の補正の

内容でございます。 

 次のページごらん願います。３目農業振興費1,007万円を追加し、6,406万7,000円、内容

につきましては説明資料26ページに記載してございますが、浦幌町経営体育成支援事業補

助金を追加する内容でございます。 

 ２項林業費、１目林業総務費402万8,000円を減額し、1,854万7,000円、内容につきまし

ては人件費の補正の内容でございます。 

 ３項水産業費、２目水産業振興費５万4,000円を追加し、2,332万9,000円、内容につきま

しては説明資料27ページに記載してございますが、厚内漁港内トイレの修繕料を追加する

内容でございます。 

 ７款１項商工費、１目商工振興費174万円を減額し、１億8,526万8,000円、内容につきま

しては人件費の補正の内容でございます。 

 ２目観光費２万7,000円を追加し、4,022万5,000円、内容につきましては説明資料27ペー

ジに記載のとおり留真温泉の備品購入費を追加する内容でございます。 

 次のページごらん願います。８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費886万4,000円

を追加し、3,790万4,000円、内容につきましては人件費の補正の内容でございます。 

 ４項都市計画費、２目公共下水道費46万3,000円を減額し、１億7,371万円、内容につき

ましては公共下水道特別会計繰出金を減額する内容でございます。 

 ５項住宅費、２目公営住宅建築費250万円を追加し、4,815万円、内容につきましては説
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明資料27ページに記載してございますが、東山町団地内道路の道路概略設計のための設計

委託料を追加する内容でございます。 

 10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費188万4,000円を追加し、6,271万8,000円、

内容につきましては人件費の内容でございます。 

 ２項小学校費、１目学校管理費380万円を追加し、9,994万4,000円、内容につきましては

説明資料27ページに記載してございますが、浦幌小学校の暖房設備の自動制御機器の更新

に要する費用を追加する内容でございます。 

 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費292万2,0000円を追加し、5,933万1,000円、内容につき

ましては人件費の補正及び説明資料28ページに記載してございますが、通園費補助金を追

加する内容でございます。 

 次のページをごらん願います。５項社会教育費、１目社会教育総務費733万8,000円を減

額し、4,056万9,000円、内容につきましては人件費の補正の内容でございます。 

 ２目公民館運営費110万円を追加し、3,600万8,000円、内容につきましては説明資料28ペ

ージに記載してございますが、指定寄附により公民館の備品購入費を追加する内容でござ

います。 

 ７目図書館管理費１万円を追加し、3,759万3,000円、内容につきましては説明資料28ペ

ージに記載してございますが、指定寄附により図書購入費を追加する内容でございます。 

 ６項保健体育費、１目社会体育総務費109万8,000円を追加し、1,516万2,000円、内容に

つきましては人件費の補正の内容でございます。 

 12款１項公債費、１目元金89万3,000円を追加し、６億7,620万7,000円。 

 ２目利子198万7,000円を減額し、6,421万2,000円、内容につきましては説明資料29ペー

ジに記載してございますが、利率見直し方式による借入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。 

 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。 

 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 予算書の13ページ、説明資料の26ページになります。老人ホーム費の中で経

年劣化による冷蔵庫の入れかえ、これが16台入れかえするわけでございますけれども、で

きれば地元を利用していただきたいなという考えの中で、担当としてはどういった方法で

入れかえされるのか。今言ったように、できれば地元を利用していただければありがたい

なというふうに考えておりますが、そのことの内容を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。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 養護老人ホームの冷蔵庫の購入についてのただいまのご質問でござ

いますが、現在ロッカー式冷蔵庫が冷却できないという状況に陥りまして、ロッカー式冷

蔵庫から改めて個別の冷蔵庫、約45リットルの冷蔵庫ですけれども、16台を個別購入とい
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うことで予算を計上させていただきました。ただいまのご質問、地元優先というようなお

話でございましたので、この件につきましては十分検討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 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53号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２１ 議案第５４号 

〇田村議長 日程第21、議案第54号 平成29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。 

〇山本町民課長 議案書20ページでございます。議案第54号 平成29年度浦幌町国民健康

保険事業特別会計補正予算。 

 平成29年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ58万円を減額し、歳入歳出の総額を

歳入歳出それぞれ８億7,157万9,000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29年６月12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。今回の補正予算の内容につきましては、人事異動に伴い

ます人件費の補正の内容でございます。 

 ２、歳入、８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金58万円を減額し、6,568万

6,000円、こちらは繰入金の減額の内容となってございます。 
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 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費58万円を減額し、2,858万5,000円、

人件費に係る内容でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議ください。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第54号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２２ 議案第５５号 

〇田村議長 日程第22、議案第55号 平成29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。 

〇山本町民課長 議案24ページでございます。お開き願います。議案第55号 平成29年度

浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算。 

 平成29年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ41万9,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ8,485万4,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成29年６月12日提出、浦幌町長。 

 第１表、歳入歳出予算補正並びに次のページをお開き願います。歳入歳出補正予算事項

別明細書、１、総括は説明を省略させていただきます。 

 今回の補正予算の内容につきましては、人事異動に伴います人件費の補正の内容となっ

てございます。 

 次のページをごらん願います。２、歳入、２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会

計繰入金41万9,000円を追加し、3,842万5,000円、繰入額を増額する内容でございます。 
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 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費41万9,000円を追加し、1,092万

1,000円、人件費を追加する内容でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第55号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２３ 議案第５６号 

〇田村議長 日程第23、議案第56号 平成29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。 

〇山本町民課長 議案書28ページをお開き願います。議案第56号 平成29年度浦幌町介護

保険特別会計補正予算。 

 平成29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170万9,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ６億7,395万3,000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29年６月12日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正並びに次のページの歳入歳出補正予算事項別明

細書、１、総括は説明を省略させていただきます。 

 今回の補正予算の内容につきましては、人事異動に伴います人件費の補正の内容となっ

てございます。 

 次のページをごらん願います。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170万9,000円を追加し、１億1,671万7,000円、繰入金を増額する内容のものとな

ってございます。 
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 次のページをお開き願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費56万5,000円を追加し、1,489万2,000円、人件費を増額する内容となってございます。 

 ４款地域支援事業費、２項包括的支援事業費、１目地域包括支援センター運営事業費

114万4,000円を追加し、1,739万3,000円、人件費を追加する内容のものとなってございま

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。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第56号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２４ 議案第５７号 

〇田村議長 日程第24、議案第57号 平成29年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 33ページをごらん願います。議案第57号 平成29年度浦幌町浦幌町

立診療所特別会計補正予算。 

 平成29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145万8,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ２億8,521万2,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成29年６月12日提出、浦幌町長。 

 34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、歳入歳出補

正予算事項別明細書、１、総括につきましては省略させていただきます。 

 今回の補正予算の内容につきましては、４月人事異動に伴います人件費の補正の内容と
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放射線技師の妊娠、出産に伴います放射線検査業務を委託する経費の追加補正を行うもの

でございます。 

 36ページをごらん願います。２、歳入、１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金145万8,000円を追加し、１億884万1,000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１項診療所費、２目医業費145万8,000円を追加し、２億3,147万6,000円。 

 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57号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２５ 議案第５８号 

〇田村議長 日程第25、議案第58号 平成29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37ページをごらん願います。議案第58号 平成29年度浦幌町公

共下水道特別会計補正予算。 

 平成29年度浦幌町の公共下水道特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ46万3,000円を減額し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ３億614万円とする。 

 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29年６月12日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。38ページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに39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。 

 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減額補正をするものでご
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ざいます。 

 40ページをごらん願います。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46万3,000円を減額し、１億7,371万円。 

 ３、歳出、２款事業費、１項１目下水道建設費46万3,000円を減額し、9,146万6,000円、

人件費の減額補正を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58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５９号 

〇田村議長 日程第26、議案第59号 平成29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 それでは、議案書41ページをごらん願います。あわせまして説明資料に

つきましては31ページをごらん願います。議案第59号 平成29年度浦幌町簡易水道特別会

計補正予算。 

 平成29年度浦幌町の簡易水道特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ400万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ３億9,371万3,000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29年６月12日提出、浦幌町長。 

 42ページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに43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。 

 44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、中浦幌浄水場水質管理装
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置であります原水濁度計が老朽化による故障によりまして計測不能となったため、更新修

理に伴います工事請負費の追加補正をする内容のものでございます。 

 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400万円を追加し、１億

4,616万8,000円。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、２目施設管理費400万円を追加し、7,865万8,000円

でございます。こちら工事請負費として原水濁度計の更新修理に係る内容のものでござい

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59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５４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２７ 同意第４号～日程３９ 同意第１６号 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 日程第27、同意第４号から日程第39、同意第16号 浦幌町農業委員会の委員の任命につ

き同意を求めることについてまでの13件は、提案理由が同一の案件であります。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） 
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〇田村議長 異議なしと認め、日程第27、同意第４号から日程第39、同意第16号 浦幌町

農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについてまでの13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の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 このたびの同意第４号から第16号までの浦幌町農業委員会の委員の任命につ

き同意を求めることについてでありますけれども、提案説明の前に全般にわたりまして経

緯を説明をさせていただきたいと思います。 

 平成28年４月１日に施行されました農業委員会等に関する法律の一部改正に伴いまし

て、農業委員の選出方法がこれまでの公選制から推薦、公募を経て市町村長が議会の同意

を得て任命するということに改正されました。また、委員の任命に当たりましては、農業

委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるようにしなければなら

ないとされたところであります。現在の農業委員の任期につきましては、本年４月19日で

任期満了となりますことから、13名の委員さんについて任命の提案をさせていただきます

ので、同意をいただきますようお願いを申し上げるものであります。 

 それでは、提案理由の説明を申し上げます。同意第４号 浦幌町農業委員会の委員の任

命につき同意を求めることについて。 

 浦幌町農業委員会の委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関する法律

第８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

 平成29年６月12日提出、浦幌町長。 

 氏名、伊藤光一、生年月日、住所につきましては記載のとおりであります。任期は平成

29年７月20日から平成32年７月19日までであります。 

 伊藤氏につきましては、町内で司法書士事務所を開設しており、消防団員として活躍を

いただいている一方、平成26年からは人権擁護委員にも就任されておられます。また、農

業委員会等に関する法律の一部改正による農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係

を有しない者に該当することから、浦幌町農業委員会の委員に任命するものであります。

議員各位の同意をいただきますようお願いを申し上げます。 

 以上であります。 

 同意第５号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて。 

 氏名、石森正浩、生年月日、住所については記載のとおりであります。任期は平成29年

７月20日から平成32年７月19日までであります。 

 石森氏につきましては、平成26年７月より農業委員に就任されており、再任であります

ので、議員各位の同意をいただきますようお願いを申し上げます。 

 続いて、同意第６号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて。 

 氏名、山村幹次、生年月日、住所については記載のとおりであります。任期は平成29年

７月20日から平成32年７月19日までであります。 
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 山村氏につきましては、平成23年７月より農業委員に就任されており、再任であります

ので、議員各位の同意をいただきますようお願いを申し上げます。 

 続いて、同意第７号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて。 

 氏名、福田和己、生年月日、住所につきましては記載のとおりであります。任期は平成

29年７月20日から平成32年７月19日までであります。 

 福田氏については、平成26年７月から農業委員に就任されており、再任でありますので、

議員各位の同意をいただきますようお願いを申し上げます。 

 続いて、同意第８号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて。 

 氏名、小野木淳、生年月日、住所につきましては記載のとおりであります。任期は平成

29年７月20日から平成32年７月19日までであります。 

 小野木氏につきましては、平成14年４月から吉野農事組合長、平成26年からは共栄行政

区長を歴任されており、農業委員に適任であることから農業委員会の委員に任命するもの

でありますので、議員各位の同意をお願いいたします。 

 同意第９号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて。 

 氏名、小川博幸、生年月日、住所につきましては記載のとおりであります。任期は平成

29年７月20日から平成32年７月19日までであります。 

 小川氏につきましては、平成20年７月より農業委員に就任されており、再任であります

ので、議員各位の同意をいただきますようお願いを申し上げます。 

 同意第10号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて。 

 氏名、森秀幸、生年月日、住所につきましては記載のとおりであります。任期は平成29年

７月20日から平成32年７月19日であります。 

 森氏につきましては、平成20年７月より農業委員に就任されており、再任でありますの

で、議員各位の同意をいただきますようお願いを申し上げます。 

 同意第11号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて。 

 氏名、木南和徳、生年月日、住所につきましては記載のとおりであります。任期は平成

29年７月20日から平成32年７月19日までであります。 

 木南氏につきましても、平成20年７月より農業委員に就任されており、再任であります

ので、議員各位の同意をいただきますようお願いを申し上げます。 

 同意第12号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて。 

 氏名、香川由、生年月日、住所につきましては記載のとおりであります。任期は平成29年

７月20日から平成32年７月19日までであります。 

 香川氏につきましては、平成15年４月から活平農事組合長、平成23年からは活平行政区

長を歴任されており、農業委員に適任であることから農業委員会の委員に任命するもので

ありますので、議員各位のご同意をいただきますようお願い申し上げます。 

 同意第13号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて。 

 髙木政志、生年月日、住所につきましては記載のとおりであります。任期は平成29年７
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月20日から平成32年７月19日までであります。 

 髙木氏につきましては、平成25年６月より農業委員に就任されており、再任であります

ので、議員各位の同意をいただきますようお願い申し上げます。 

 続いて、同意第14号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて。 

 廣冨一豊、生年月日、住所につきましては記載のとおりであります。任期は平成29年７

月20日から平成32年７月19日までであります。 

 廣冨氏につきましては、平成26年６月より農業委員に就任されており、再任であります

ので、議員各位の同意をいただきますようお願いを申し上げます。 

 同意第15号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて。 

 石塚健一、生年月日、住所につきましては記載のとおりであります。任期は平成29年７

月20日から平成32年７月19日までであります。 

 石塚氏につきましては、平成18年７月から朝日行政区長、平成27年からは下浦幌南農事

組合長を歴任されており、農業委員に適任であることから農業委員会の委員に任命するも

のでありますので、議員各位の同意をいただきますようお願いを申し上げます。 

 続いて、同意第16号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて。 

 氏名、大坂有、生年月日、住所につきましては記載のとおりであります。任期は平成29年

７月20日から平成32年７月19日までであります。 

 大坂氏につきましては、平成23年７月より農業委員に就任されており、再任であります

ので、議員各位の同意をいただきますようお願いを申し上げます。 

 以上、農業委員の同意につき提案させていただきますので、議員各位の同意をいただき

ますようよろしくお願い申し上げます。 

 以上であります。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、これより質疑、討論を省略し、採決を行います。 

 同意第４号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて、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４号は原案のとおり同意することに決定をいたしました。 

 同意第５号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて、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。 

 同意第６号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて、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） 
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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。 

 同意第７号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて、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。 

 同意第８号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて、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。 

 同意第９号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて、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９号は原案のとおり同意することに決定をいたしました。 

 ここで地方自治法第117条の規定により除斥を行います。 
 森秀幸議員の退席を求めます。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 

午後 １時１５分  休憩 

午後 １時１６分  再開 

 

（森議員退席） 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 同意第10号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて、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10号は原案のとおり同意することに決定をいたしました。 

 森秀幸議員の復席を求めます。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 

午後 １時１７分  休憩 
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午後 １時１７分  再開 

 

（森議員復席） 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 同意第11号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて、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11号は原案のとおり同意することに決定をいたしました。 

 同意第12号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて、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12号は原案のとおり同意することに決定をいたしました。 

 同意第13号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて、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13号は原案のとおり同意することに決定をいたしました。 

 同意第14号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて、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14号は原案のとおり同意することに決定をいたしました。 

 同意第15号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて、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15号は原案のとおり同意することに決定をいたしました。 

 同意第16号 浦幌町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて、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16号は原案のとおり同意することに決定をいたしました。 
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    ◎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15日までの３日間、議事の都合により休会と

し、６月16日午前10時から本会議を開くことにしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、あすから６月15日までの３日間、議事の都合により休会とし、６月16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２２分 


