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平成２６年第２回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

平成２６年６月９日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 ０時１１分 

 

〇議事日程 

 日程第 １ 議会運営委員長報告 

 日程第 ２ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ３ 会期の決定 

 日程第 ４ 諸般の報告（議長） 

 日程第 ５ 各常任委員会報告 

 日程第 ６ 行政報告（町長） 

 日程第 ７ 報告第 １号 株式会社ユーエム経営状況等報告について 

 日程第 ８ 報告第 ２号 平成２５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 ９ 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２６年度浦幌町一般会計補正予算） 

 日程第１０ 議案第３７号 浦幌町教育支援委員会設置条例の制定について 

 日程第１１ 議案第３８号 浦幌町模範牧場設置及び管理等に関する条例の一部改正に 

              ついて 

 日程第１２ 議案第３９号 社会教育施設建設基金の設置、管理及び処分に関する条例 

              等の廃止について 

 日程第１３ 議案第４０号 財産の取得について 

 日程第１４ 議案第４１号 浦幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更について 

 日程第１５ 議案第４２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１６ 議案第４３号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

 日程第１７ 議案第４４号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につい 

              て 

 日程第１８ 議案第４５号 平成２６年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第１９ 議案第４６号 平成２６年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第２０ 議案第４７号 平成２６年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算 

 

〇出席議員（１２名） 

    １番  関  井  雅  明     ２番  差  間  正  樹 

    ３番  安  藤  忠  司     ５番  二  瓶     隆 

    ６番  福  原  仁  子     ７番  森     秀  幸 
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    ８番  杉  江     博     ９番  河  内  富  喜 

   １０番  阿  部     優    １１番  髙  橋  利  一 

   １２番  野  村  俊  博    １３番  田  村  寛  邦 

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇出席説明員 

    特 別 職 

     町    長   水  澤  一  廣 

     副  町  長   門  馬  孝  敬 

 

    町 部 局 

     総 務 課 長   鈴  木  宏  昌 

     まちづくり政策課長   菅  原     敏 

          町 民 課 長      泉        初 

     保健福祉課長   熊  谷  晴  裕 

          産 業 課 長      大  山  則  幸 

     施 設 課 長   新  川  寿  雄 

     上浦幌支所長   横  田  孝  志 

     会計管理者   小 路 谷  守  昌 

          診療所事務長      佐  藤  勇  人 

 

    教育委員会 

     教育委員長   松  田  泰  一 

          教  育  長      久  門  好  行 

     教 育 次 長   山  本  輝  男 

 

    農業委員会 

     会    長   山  本  和  義 

          事 務 局 長      吉  田  裕  明 

 

    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   前  田     勇 
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     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12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26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 これより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。 

 杉江委員長。 

〇杉江議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。 

 ５月26日をもって招集されました平成26年第２回浦幌町議会定例会の運営について６月

２日午前、議会運営委員会を開催し、正副議長出席のもと、理事者より今定例会に提出さ

れる議案の説明を受け、日程及び運営について協議をいたしましたので、報告いたします。 

 本定例会は、諸般の報告、各常任委員会報告、行政報告に続き、報告２件、承認１件、

一般議案は８件、補正予算３件、議長提出、推薦１件、ほか発議等であります。以上の内

容を踏まえ、会期は本日６月９日より６月16日までの８日間でお願いをいたします。本日

は、諸般の報告、各常任委員会報告、行政報告に続いて、報告第１号、２号の２件、承認

第５号１件、一般議案は第37号から第44号まで８件、続いて補正予算第45号から47号まで

３件を予定しております。一般質問につきましては、６月13日を予定いたしましたので、

よろしくお願いをいたします。 

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

ようお願い申し上げまして、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、５番、二瓶隆議員、６番、福

原仁子議員を指名いたします。 
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    ◎日程第３ 会期の決定 

〇田村議長 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 本定例会の会期は、本日から６月16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16日までの８日間と決定をいたしました。 

 

    ◎日程第４ 諸般の報告 

〇田村議長 日程第４、諸般の報告を事務局長より行わせます。 

〇前田議会事務局長 報告をいたします。 

 今期議会の説明員につきましては、平成26年５月26日付で町長並びに教育委員会委員長、

農業委員会会長、代表監査委員に出席の要求をいたしております。 

 次に、平成26年５月９日から平成26年６月８日までの議長等の動静及び監査委員から提

出のあった平成26年２月分から平成26年４月分までの現金出納検査報告書についてはお手

元に配付のとおりでありますので、ごらんおきを願います。 

 以上で報告を終わります。 

〇田村議長 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第５ 各常任委員会報告 

〇田村議長 日程第５、各常任委員会報告を許します。 

 初めに、総務文教厚生常任委員会、福原委員長。 

〇福原総務文教厚生常任委員長 総務文教厚生常任委員会調査を報告いたします。 

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

定により報告いたします。 

 １、調査事件、浦幌町地域福祉計画（第２期計画）、基本目標１、協働による地域福祉づ

くりの推進の現状と課題について。 

 ２、調査実施期日、平成26年５月19日。 

 ３、調査の経過と結果。本委員会は、委員会室において、１、協働による地域福祉づく

りの推進、（１）地域福祉活動の推進と支援、（２）地域活動、ボランティア活動の推進の

現状について説明を受けながら調査を行った。この計画は、国の定めた社会福祉法に基づ

いた計画であり、浦幌町第３期まちづくり計画（平成23年度～平成32年度）を上位計画と

して、高齢者、障がい者、児童など全ての町民が対象となり、町民、地域、行政等が協働

して取り組むための指針である。これに基づき浦幌町地域福祉計画、老人福祉計画・介護

保険事業計画、障がい者計画・障がい者福祉計画、児童については次世代育成支援行動計

画などが広範囲にわたり緻密に策定されている。基本目標の協働による地域福祉づくりの
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推進の一つとして、災害時要援護者支援体制を構築する行政区単位の自主防災組織の取り

組みの推進が憂慮されている。福祉を取り巻く現状として、本年４月１日現在、総人口

5,300人のうち、65歳以上は1,932人で高齢化率は36％を超え、また年少人口は538人で人口

割合は10％となり、少子高齢化が顕著になった。詳細につきましては、次のページのとお

りとなっておりますので、ごらんおきください。 

 次に、所見を報告いたします。高齢者・障がい者見守りネットワークは、地域福祉の窓

口として再度各団体、事業者に周知徹底と連携を図られたい。24名の各民生児童委員の日

ごろの活動に敬意を払い、より一層研修の参加や情報交換などの充実を図り、今後ますま

すの活動に期待したい。ふれあいサロンは、高齢者が参加しているが、郊外のコミバス、

市街地の循環バスとの連携はできないか検討されたい。貸付金制度は、社会福祉協議会で

実施しているが、町や民生児童委員との横の連携や相談体制を密にして制度が活用される

よう望む。振興助成金の支援またはボランティアの支援は、何らかの形で必要と思われる

ので、少子高齢化している地域福祉活動とあわせて振興が図られるよう望む。町の福祉事

業に積極的に参加するのも協働のまちづくりであるので、速やかで的確な情報提供を望む。 

 以上、総務文教厚生常任委員会の報告をいたします。 

〇田村議長 次に、産業建設常任委員会、森委員長。 

〇森産業建設常任委員長 産業建設常任委員会調査報告をいたします。 

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

の規定により報告いたします。 

 １、調査事件、町有林の森林経営計画について。 

 ２、調査実施期日、平成26年５月26日。 

 ３、調査の経過と結果は、既にお手元に配付されておりますので、要旨のみ報告いたし

ます。本委員会は、湧洞団地（豊頃町）と上厚内団地における林道上厚内線の現地調査を

行い、引き続き委員会室において資料による説明を受けながら調査を行いました。湧洞団

地は、面積が671.00ヘクタールで、町有林の中でも大規模団地で天然林が多く、面積全体

の68％が防霧保安林に指定されている。なお、間伐、除伐事業は計画に沿って整備されて

いることが確認されました。上厚内団地における林道上厚内線は、昭和44年度に820メータ

ーを新設整備後、平成22年度、23年度に改良事業として390メーター、平成24年度、25年度

に開設事業として862メーター整備され、全長1,682メーターが整備完了している。なお、

開設事業については、急勾配の箇所であるため、林道指針に基づき特殊舗装を行っていま

した。森林経営計画は、平成23年４月に森林法の一部が改正され、これまでの森林施業計

画にかわり、所有者ごとに個々に行われてきた伐採や植栽などの事業を大きなまとまりと

して効率的に事業を行っていくことから、森林経営計画制度が創設されました。 

 団地要件でありますが、地続き（隣接している）でまとまりのある森林を団地として設

定し、その団地面積の半分以上を計画対象森林として、森林所有者及び森林所有者から森

林の経営の委託を受けた計画作成主体（森林組合などのまとまりのある施業を実施できる
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者）が計画を作成。 

 計画内容につきましては、伐採や植栽などの施業に関することのほか、施業に必要な作

業路網や森林保護に関することなど。 

 事業実施につきましては、森林組合などの計画作成主体が森林所有者の意向も踏まえな

がら事業実施の調整を行い、事業箇所を集約化（事業箇所を分散化させず、まとめて大き

な面積にする）して事業を実施することで効率化が図られる。 

 町有林の概要、町有林については５年を１期とする森林経営計画を平成25年度から29年

度までの計画として樹立し施業を行っており、現在28団地、総面積3,874.84ヘクタールが

管理されている。なお、本計画では一般民有林を含む５つの地区に分散し、計画書が作成

されている。今後も森林の有する多面的機能を総括的かつ高度に発揮することを目的とし、

森林資源の保続培養と木材生産力の増進を図り、公益的側面を十分配慮することが一層必

要になることから、町有林の現状、自然的、社会的諸条件を勘案し、平成25年度から29年

度の本計画を確実に実施することを望むものであります。また、町有林野特別会計につい

ては、健全経営に努めている状況であるが、木材市況の影響を受けることから、今後とも

木材価格の回復に期待するものであります。 

 所見でありますけれども、町有林の管理については、町の重要な財産であることから、

今後も森林経営計画に基づき造林、除間伐、下草刈りなどの保育事業の適期実施を行うと

ともに、木材市況を的確に把握した適期伐採、売り払いを着実に実施されたい。 

 以上、産業建設常任委員会報告といたします。 

〇田村議長 これで各常任委員会報告を終わります。 

 

    ◎日程第６ 行政報告 

〇田村議長 日程第６、行政報告を許します。 

 町長。 

〇水澤町長 行政報告を行います。 

 平成26年５月９日から平成26年６月８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、南町団地内道路・駐車場路盤改良工事ほか12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、光南２条通調査測量設計委託業務

ほか５件であります。 

 ４の物品購入入札結果につきましては、スラリータンカー購入ほか１件であります。 

 ５のその他につきまして、時差出勤制度の実施について報告をさせていただきます。本

町における財政状況につきましては、町税などの自主財源の割合が少なく、地方交付税等

の依存財源の割合が高いことから、構造的な改革を必要とし、平成８年から行政改革を数

次にわたり進めてまいりました。平成23年からは、浦幌町行財政改革プラン2011を策定し、
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将来にわたって町民の皆様が安心して暮らせる町の構築を目指し、現在も行財政改革を進

めているところであります。時差出勤制度については、浦幌町行財政改革プラン2011にお

いて、職員の業務能率向上と健康管理及び時間外勤務の抑制を図るため、制度内容の検討

を経た導入を目的としており、平成25年度において制度の試行を行い、その検討の結果、

本年７月１日から実施することといたしました。本制度は、早朝の行事や夜間の会議など

の場合において対応する職員に限り始業、終業時間をかえ、当該職員の１日の勤務時間数

は変更せず、通常の勤務時間帯と異なる勤務を行う内容であります。実施に際しては、住

民サービスに影響を及ぼさないことを最優先にした職員管理を徹底し、状況に応じた制度

実施となりますが、出勤、退勤の時間が異なる場合が生じるため、町議会、町民の皆様の

特段のご理解をお願いいたしたいと思います。 

 以上で時差出勤制度の実施についての報告といたします。 

 次に、町内で発生しました火災について報告をいたします。出火場所は、浦幌町恩根内

47番地の３、罹災者につきましては記載のとおりであります。覚知時刻は、５月21日午前

11時、鎮火時刻は同じく５月21日午前11時52分であります。出火箇所は、罹災者所有倉庫

であり、出火原因につきましては延長コードが短絡し、木製パレットに着火したものであ

ります。焼損状況は、半焼１棟、焼損面積80.85平方メートルとなりました。損害額につき

ましては、現在調査中であります。消防活動状況につきましては、浦幌消防署から車両４

台、人員10名、浦幌消防団では車両３台、人員28名、人員の内訳としましては団本部４名、

第４分団24名であります。なお、本別消防署に応援要請をさせていただきまして、車両２

台、人員５名の応援を受けておるところであります。つきまして、合計車両９台、人員43人

の出動態勢となりました。 

 以上、火災についての報告といたします。 

 以上で行政報告を終わらせていただきます。 

〇田村議長 これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第７ 報告第１号 

〇田村議長 日程第７、報告第１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。 

〇大山産業課長 報告第１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、株式会社ユーエム平成25年度決算及び平成

26年度事業計画を次のとおり報告する。 

 平成26年６月９日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。経営状況等報告。平成25年４月１日から平成26年３月31日

まで。１、会社の概要、平成26年３月31日現在。 
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 （１）商号、株式会社ユーエム。 

 （２）所在地、浦幌町字万年353番地の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初め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の管理を行っております。 

 （６）従業員の状況でございます。男性25名、女性９名、合計34名でございます。その

ほか専務１名であります。従業員数については、前期と同じでございます。 

 次に、事業の概況について申し上げます。（１）委託事業、委託業務につきましては14事

業、一般廃棄物処理施設、浄水場施設、下水道終末処理施設、学校給食配送、保育園調理

員補助員、養護老人ホーム施設管理、役場庁舎公務補、浦幌、上浦幌中学校公務補、浦幌、

厚内、上浦幌中央小学校公務補、幼稚園、保育園公務補、消防設備点検の業務を受託し行

ってまいりました。職員体制は、一般廃棄物処理施設７名、浄水場施設４名、下水道終末

処理施設２名、学校給食配送２名、保育園調理員補助員１名、養護老人ホーム施設管理１

名、役場庁舎公務補１名、浦幌中学校公務補２名、上浦幌中学校公務補１名、浦幌小学校

公務補２名、厚内小学校公務補１名、上浦幌中央小学校公務補１名、幼稚園、保育園公務

補１名、健康湯の管理５名、嘱託職員１名の合計32名となっております。 

 （２）の販売事業について、ふるさと納税のお返し品の急増、東急百貨店との連携によ

る道の駅ジンギスカンセット、あるいはお中元、お歳暮ギフトの取り組みにより売上額を

伸ばすことができました。ギョウジャニンニクは、価格が低い位置で推移しておりますが、

天然物という差別化により通年販売の道ができてきております。 

 （３）健康湯事業について、平成25年度はボイラーの取りかえ及びトイレの一部改修な

どにより10日間ほどの休館をしましたが、入浴者数につきましては前年比増となっており

ます。また、帯広保健所の指導により、泡風呂については健康湯の循環式配管がレジオネ

ラ菌の発症要因となるおそれがあるため、泡風呂の作動停止の指導を受け、現在は一般の

浴槽として利用いただいております。 

 次のページをごらん願います。平成26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。 

 次のページの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの損益計算書の要旨について

説明を申し上げます。経常損益、営業損益の部、売上高１億6,241万5,342円、売り上げ原

価2,182万9,626円、販売及び一般管理費は１億3,880万9,628円、営業利益177万6,088円、

営業外損益、営業外収益は16万1,899円、営業外費用は17万5,940円、経常利益は176万

2,047円になりました。税引き前当期純利益は176万2,047円、法人税等充当額20万6,000円、

当期純利益155万6,047円、前期繰越利益マイナス3,833万7,393円、当期未処分利益がマイ

ナス3,678万1,346円でございます。 
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 次のページをごらん願います。平成26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、各事業所において自己の責務を全うし、公的事業に携わっている自覚を常に

持ち続けるよう日常から啓蒙してまいります。 

 ２、販売事業について、平成25年度の事業報告にもありますが、ふるさと納税の特に冷

凍コースの人気が高く、本年度も多くの注文をいただいており、引き続き好調を保ってお

りますが、十勝の今日まで未実施だった町村でふるさと納税のお返しを計画していますの

で、今後は激戦となると思われます。したがって、新しいコースの作成ということで、６

月１日よりギョーザ、つくねなどを取り入れた冷凍のもう一つのコースを立案、受け付け

を開始いたします。また、道の駅うらほろジンギスカンセットも平成25年度の道内12選抜

の商品選定による注文数が２位になり、東急百貨店より１年延長の要請をいただき、９月

以降の発送準備を行っております。ギョウジャニンニクに関しましては、昨年同様にピザ

チェーンでの計画販売ができており、一定程度の販売数が見込める状況です。１、さらな

る販路拡大を目指しての商談会、販売イベントの取り組み、２、道の駅及び販売店への商

品の安定供給、３、ギョウジャニンニク関連商品の開発と需要の拡大、４、浦幌町内生産

品の普及宣伝と取り扱い品の拡大を柱に事業を展開してまいります。 

 ３、健康湯事業について、利用者数を１万人台に回復させるという具体的な目標を提起

し、従業員一同さらに公平、接遇の向上、より一層の環境整備を柱として営業してまいり

ます。 

 次のページをごらん願います。平成26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１億3,126万8,016円、事業収

入を合計いたしまして１億6,726万8,016円、事業支出の販売事業の商品及び原料費が

1,920万円、営業経費及び管理費が860万円、計2,780万円、受託事業及び指定管理事業の各

事業所支出経費が１億2,410万5,516円、一般管理経費が716万2,500円、計１億3,126万

8,016円、事業支出を合計いたしまして１億5,906万8,016円、粗利益は820万円でございま

す。 

 次のページの平成26年４月１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

んおきを願います。 

 以上で株式会社ユーエム経営状況等報告の説明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１号を終わります。 

 

    ◎日程第８ 報告第２号 

〇田村議長 日程第８、報告第２号 平成25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。 
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 提出者からの報告を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 報告第２号 平成25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25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26年６月９日提出。 

 次のページをごらんおき願います。平成25年度浦幌町一般会計繰越明許費繰越計算書の

内容でございます。２款総務費、１項総務管理費、事業名、役場庁舎耐震・防災改修事業、

金額６億9,995万4,000円のうち翌年度への繰越額が６億6,992万4,000円となるもので、財

源の内訳につきましては右記の欄のとおりとなってございます。このことにつきましては、

平成26年第２回臨時会におきまして専決処分としてご提案申し上げました繰越明許費補正

につきまして、平成26年５月９日承認をいただいた内容のものとなってございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、事業名、浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備事業、

金額3,848万7,000円のうち翌年度繰越額2,200万円、このことにつきましては平成26年第１

回定例会におきましてご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。財源に

つきましては、右記の欄のとおりとなってございます。 

 ６款１項、事業名、浦幌地区農業基盤整備促進事業、金額4,257万2,000円のうち4,257万

2,000円全額が翌年度の繰り越しの内容となるもので、このことにつきましても平成26年第

１回定例会におきましてご議決を賜ったものでございます。 

 ９款消防費、１項消防費、事業名、消防救急無線デジタル化整備事業、金額２億4,022万

6,000円のうち翌年度への繰越額が２億3,336万6,000円となるもので、このことにつきまし

ても平成26年第１回定例会におきまして繰越明許費補正のご議決を賜ったものでございま

す。 

 同じく９款消防費、１項消防費、事業名、厚内地区避難所等整備事業、金額３億750万円

のうち翌年度への繰越額が１億4,656万円となるもので、このことにつきましても平成26年

第１回定例会におきまして繰越明許費の補正のご議決を賜ったものでございます。 

 合計、金額13億2,873万9,000円のうち翌年度への繰越額が11億1,442万2,000円となるも

ので、その財源の内訳につきましてはごらんの内容となっているものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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９ 承認第５号 

〇田村議長 日程第９、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
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します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 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、平成26年度浦幌町一般会計補正予算について、

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

 平成26年６月９日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんおき願います。専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 平成26年５月22日、浦幌町長。 

 記、平成26年度浦幌町一般会計補正予算、別紙のとおり。 

 次の別紙をごらんおき願います。 

 平成26年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成26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35万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ59億2,616万5,000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。 

 本補正の内容につきましては、産業交流施設レストラン施設におけるガス配管改修に伴

います費用の追加補正でございます。 

 なお、説明資料につきましては別冊の１ページをごらんおき願いたいと思います。 

 次の第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略をさせていただきます。 

 また、次のページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括につきましても省略をさ

せていただきます。 

 次のページをごらんおき願います。２、歳入、17款繰入金、２項１目基金繰入金35万円

を追加し、4,547万1,000円は、財政調整基金からの繰り入れでございます。 

 ３、歳出、７款１項商工費、２目観光費35万円を追加し、3,206万2,000円は、説明資料

１ページに記載のとおりレストラン施設におきますガス漏れに対する配管改修費用の追加

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ので、ご承認賜りますようよろしくお願いいたし

ます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 
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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５号を採決いたします。 

 本件を承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本件は承認することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１０ 議案第３７号 

〇田村議長 日程第10、議案第37号 浦幌町教育支援委員会設置条例の制定についてを議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 議案第37号 浦幌町教育支援委員会設置条例の制定について。 

 浦幌町教育支援委員会設置条例を次のように定める。 

 平成26年６月９日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開きください。浦幌町教育支援委員会設置条例。 

 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２ページをごらん願います。浦幌

町教育支援委員会設置条例説明資料。 

 １、制定の趣旨でございますが、学校教育法施行令の一部改正によりまして、障がいの

ある児童生徒等について、就学基準に該当する障がいのある児童生徒等は特別支援学校に

原則就学するという従来の就学先決定の仕組みから、障がいの状態、本人の教育的ニーズ、

本人、保護者の意見等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定するという仕組みに改め

られました。また、あわせまして現在市町村教育委員会に設置されている就学指導委員会

につきましては、早期からの教育相談、支援や就学先決定時だけではなく、その後の一貫

した支援についても助言を行うという観点から、名称を教育支援委員会と改称することに

なりました。このため、現行の浦幌町就学指導委員会の所掌事務を引き継ぐとともに、就

学後の一貫した支援に関する助言などの機能を加えた教育支援委員会を設置するため、浦

幌町教育支援委員会設置条例を制定するものでございます。 

 ２の条例の内容でございますが、条文は第１条から第８条で構成されております。①、

所掌事務、第２条関係でございます。学校教育法施行令第22条の３の表に規定する障がい

の程度のある児童及び生徒に対し、教育委員会が適切かつ継続的な教育的支援を提供する

ために浦幌町教育支援委員会が行う事務について規定をしております。児童生徒及びその

保護者に対する早期からの教育相談、支援などについて調査及び審議を行いまして、児童

生徒、その保護者、学校及び教育委員会が教育的ニーズと必要な支援について合意形成を
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行うことを原則としておりまして、最終的には教育委員会が就学先を決定するものでござ

います。 

 ②、組織、第３条関係と委員、第４条関係でございます。浦幌町教育支援委員会委員の

人数、職種及び任期を２年とすることなどについて規定をしております。 

 ③、会長及び副会長、第５条関係でございます。浦幌町教育支援委員会の会長及び副会

長について規定をしております。 

 ④、会議、第６条関係でございます。浦幌町教育支援委員会の会議は、会長が招集し、

議長となることなど、会議の開催につきまして規定をしております。 

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

 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１１ 議案第３８号 

〇田村議長 日程第11、議案第38号 浦幌町模範牧場設置及び管理等に関する条例の一部

改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 議案第38号 浦幌町模範牧場設置及び管理等に関する条例の一部改正に

ついて。 

 浦幌町模範牧場設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 平成26年６月９日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町模範牧場設置及び管理等に関する条例の一部を改

正する条例。 

 浦幌町模範牧場設置及び管理等に関する条例（平成22年浦幌町条例第17号）の一部を次

のように改正する。 
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 第14条から第19条までを削り、第20条を第14条とし、第21条から第25条までを６条ずつ

繰り上げる。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 本条例の改正内容につきましては、別冊議案説明資料をもって説明をさせていただきま

す。議案説明資料３ページをごらん願います。まず、１、改正の趣旨でございます。平成

24年度から模範牧場の施設整備に伴いまして基金の処分をしてございます。そのことに伴

いまして、模範牧場施設整備基金を廃止するために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、次のページの新旧対照表をごらん願いたいと思います。

基金に関する規定の第14条、基金の設置、第15条、積立、第16条、管理、第17条、運営益

金の処理、第18条、繰替運用等、第19条、処分を削除するものでございます。基金に関す

る規定の削除に伴いまして、20条を14条とし、21条から25条までの条項を繰り上げるもの

でございます。 

 前のページに戻っていただきまして、施行期日につきましては、公布の日から施行する

ものでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 確認をします。説明の中に施設整備に伴う基金の処分によりという文言が入

っていますが、現在公共施設に供するための基金ということで一般の基金と別途に積んで

おります。この項目の基金は廃止になっても、公共施設に供するための施設ということの

対象として今後も認識していいの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。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問について説明させていただきたいと思います。 

 公共施設整備基金、新たに設けた基金でございまして、ここの中で今後あらゆる公共施

設整備についてはこの基金の中で前もって積み立てをした中で不測の事態に対して備えて

いこうということの目的を持った基金でございますので、施設整備にかかった分としてが

対応になっていくのかなと。ただ、これは計画的な整備を図っていくことが前提でござい

ますので、一般財源等の中でもそういったことで対応できるものは対応していきたいとい

うことを踏まえながら、基金の不足に至らないような運営を図ってまいりたいというふう

に考えているところでございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 ちょっと私の判断とニュアンスが違うのかなという今の説明だったのです

が、公共施設のための基金でなくて、一般財源としての今後対応だという意味ですか。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問について説明させていただきます。 

 それぞれの時代の状況、財政状況等もございますので、基金をいたずらに求めることで

はなくて、一般財源も含めた財政運営をしっかりとしていきながら、不足の状態にあって

はやはり基金の活用ということも考えなければいけないという部分でございまして、必ず

しも全て一般財源といった対応をするというものではないというふうに捉えてございます

ので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 私は、公共施設のための基金というものの今後対象として、整備対象として

入るのか、一般財源対応なのかということの確認です。今のだと、財政状況に応じてどっ

ち使うかわからないような説明なのですが、これはっきりしておかないとこの次整備のと

きにどこの基金使うのだということになると思うのです。別にはっきりしておいて都合悪

いことないと思うので、どっちかでこの施設、模範牧場の施設も整備して維持していかな

ければならないという面では、これはある程度判断はっきりしておいたほうがいいのでは

ないですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 杉江議員のおっしゃることも一理わかりますけれども、要は模範牧場につい

て今資金の管理の中で現在の模範牧場の基金を統一しようということでやっています。今

後模範牧場に大きな資金が必要になってくるというときには、一般財源で間に合わないと

いうときには公共事業の基金を使っていくということも考えられると思いますけれども、

一般会計の中ではその部分も含めて一般財源の中でやっていくというのが普通の財政運営

のあり方ではないかなと思います。このたび模範牧場については、議会の皆さんのご理解

をいただきながら、施設に関して大きな施設の改築事業をやらせていただきました。大体

これである程度の今度の模範牧場についての施設は終わるのかなというふうに思いますけ

れども、今後また何年かたてば老朽化という話も出てくると思いますけれども、そのとき

には一般財源では当然間に合わないという事態も出てくるだろうと思います。そういうと

きには、公共事業に積んでいる基金を使いながらやるということもありますけれども、今

の段階では公共事業の基金を使って模範牧場の施設をこれからも改築していくということ

を明記というか、改めて決めておく必要はないのかなというふうに思っていまして、一般

財源の中の財政運営の中でできるものはやっていきたいというふうに思っているところで

あります。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第38号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩をいたします。 

 

午前１０時５３分  休憩 

午前１１時０８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１２ 議案第３９号 

〇田村議長 日程第12、議案第39号 社会教育施設建設基金の設置、管理及び処分に関す

る条例等の廃止についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 議案第39号 社会教育施設建設基金の設置、管理及び処分に関する条例

等の廃止について。 

 社会教育施設建設基金の設置、管理及び処分に関する条例等を廃止する条例を次のよう

に定める。 

 平成26年６月９日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開きください。社会教育施設建設基金の設置、管理及び処分に関する条

例等を廃止する条例。 

 本条例の説明につきましては、条文の朗読を省略させていただきまして、説明資料５ペ

ージに基づきまして説明をさせていただきます。社会教育施設建設基金の設置、管理及び

処分に関する条例等を廃止する条例説明資料でございます。 

 趣旨につきましては、現在設置しております基金のうち、基金残高のないものや他の基

金と統合することができる基金について廃止するものでございます。 

 廃止する条例につきましては、４つの条例がございます。最初に、社会教育施設建設基
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金の設置、管理及び処分に関する条例につきましては、平成26年３月末現在におきまして

103万9,535円の残高がございます。このことにつきましては、公共施設整備基金への統合

を図るべく内容であります。また、国営農地開発事業施設整備基金条例、辺地振興対策事

業基金の設置管理並びに処分に関する条例、そして水道施設事業基金の設置管理及び処分

に関する条例のいずれの基金につきましては、平成26年３月末現在におきましては残高ゼ

ロ円となっているものでございます。この４つの基金にかかわります条例について廃止を

するものでございます。 

 なお、施行の期日につきましては、公布の日から施行するものでございます。 

 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１３ 議案第４０号 

〇田村議長 日程第13、議案第40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。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 議案第40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26年６月９日提出、浦幌町長。 

 １、取得する財産、ロータリー除雪車１台。 

 ２、概要、13トン級ホイールローダー、74キロワット級ロータリー除雪装置。 

 ３、取得価格、3,542万4,000円。 

 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22号、日立建機日本株式会社帯広営業所

所長、福家章之。 
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 参考といたしまして、仮契約年月日、平成26年５月28日、納期、平成26年12月26日。 

 今般のロータリー除雪車につきましては、社会資本整備総合交付金の雪寒機械更新事業

により購入するもので、平成３年に購入したロータリー除雪車が23年を経過し、走行距離

３万9,702キロ、稼働時間6,204時間、ロータリー装置も1,574時間を超え、老朽化による油

圧及びエンジン出力の低下により作業効率が悪化しているため、更新するものでございま

す。 

 財源内訳といたしましては、交付金３分の２、交付金残は過疎債100％の充当でございま

す。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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。 

 

    ◎日程第１４ 議案第４１号 

〇田村議長 日程第14、議案第41号 浦幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更につ

いてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 議案第41号 浦幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更

について。 

 過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項において準用する同条第１項の規定により、

浦幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部を次のように変更する。 

 平成26年６月９日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更。 

 浦幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部を次のように変更する。 

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

（１）町道の変更後の欄に橋りょうを追加し、事業内容に浦幌町管内橋梁長寿命化事業を

追加するもので、事業主体は町でございます。 
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 本計画の一部変更につきましては、議案説明資料６ページから７ページをもって説明を

させていただきます。６ページをごらんください。１、変更の主な理由でございますが、

過疎債適用申請事業の追加に伴う事業内容の追加により、過疎地域自立促進特別措置法第

６条第７項の規定に基づく計画の変更を行うものでございます。 

 ２の変更の内容でございますが、今回の変更につきましては１件の事業を追加するもの

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

変更の表により説明させていただきます。７ページをごらんいただきます。自立促進施策

区分、２、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進、事業名、（１）町道の下に

橋りょう、事業内容、浦幌町管内橋梁長寿命化事業を追加するものです。この事業につき

ましては、平成26年度から平成27年度までの概算事業費２億2,820万円をもって老朽化橋梁

の適切な補修整備を図るものでございます。 

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

60億4,850万1,000円であったものに２億2,820万円を追加し、62億7,670万1,000円に、また

各年度別では平成26年度に4,500万円を追加し、９億2,979万4,000円、平成27年度に１億

8,320万円を追加し、９億7,522万6,000円となるものであります。 

 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１５ 議案第４２号 

〇田村議長 日程第15、議案第42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。 

〇新川施設課長 議案第42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。 
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 平成26年６月９日提出、浦幌町長。 

 １、事業の名称、平成26年度浦幌町南町団地買い取り事業。 

 ２、買い取り金額、１億1,775万7,000円。 

 ３、協定の相手方、北原・宮本・岡田設計建設グループ、代表者、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27年１月30日。 

 趣旨等につきましては、議案説明資料に基づき説明させていただきますので、説明資料

８ページをごらんおき願います。最初に、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

交渉権者となった応募提案者より実施設計完了に伴い、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

とするものです。 

 ２項目めの協定の内容でございますが、１、事業の内容、買い取り公営住宅及び附帯施

設の建築工事、２、場所は浦幌町字南町６番地10、３、構造は鉄筋コンクリート造２階建

て、４、１ＬＤＫ２戸、２ＬＤＫ４戸の１棟６戸です。５、延べ床面積は494.88平方メー

トル、６、協定の相手方は北原・宮本・岡田設計建設グループで、代表企業、株式会社北

原建設、構成員として宮本建設有限会社及び株式会社岡田設計でございます。 

 ３項目めの今後のスケジュール、予定でございますけれども、本町議会定例会において

議決していただいた後、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、年

明けの１月30日工期で、完成検査後、２月上旬、仮売買契約締結、中旬には売買契約に基

づく財産の取得について議会提案をさせていただき、議決後、本契約を締結し、３月上旬

には登記を完了させ、入居開始を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。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１６ 議案第４３号 
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〇田村議長 日程第16、議案第43号 北海道市町村総合事務組合規約の変更についてを議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 議案第43号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について。 

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

更する。 

 平成26年６月９日提出、浦幌町長。 

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

約。 

 本変更する規約につきましては、条文の朗読につきまして省略をさせていただき、説明

資料をもって説明をさせていただきます。別紙の説明資料９ページをごらんおき願います。

北海道市町村総合事務組合規約の変更に関する説明資料でございますけれども、変更の理

由及び内容につきましては、上川中部消防組合及び伊達・壮瞥学校給食組合の解散脱退、

道央廃棄物処理組合が加入すること、また上川中部消防組合の解散により鷹栖町と上川町

の消防団の単独組織が設立されることに伴います加入と赤平市が新たに滝川地区広域消防

事務組合の構成団体に加入することに伴う脱退のため、北海道市町村総合事務組合規約別

表第１及び別表第２の変更について協議するため、本案を提出するものでございます。 

 施行期日につきましては、地方自治法第286条第１項の規定による総務大臣の許可の日か

ら施行するものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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１７ 議案第４４号 

〇田村議長 日程第17、議案第44号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更

について議題といたします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 議案第44号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につい

て。 

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

次のように変更する。 

 平成26年６月９日提出、浦幌町長。 

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

を変更する規約。 

 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を次のように変更する。 

 別表第１中「上川中部消防組合」及び「伊達・壮瞥学校給食組合」を削り、「道央廃棄物

処理組合」を加える。 

 附則、この規約は、地方自治法第286条第１項の規定による総務大臣の許可の日から施行

する。 

 なお、内容につきましては、説明資料10ページをもって説明させていただきますので、

ごらんおきを願いたいと思います。変更の理由及び内容でございますけれども、上川中部

消防組合及び伊達・壮瞥学校給食組合の脱退、道央廃棄物処理組合の加入に伴い、北海道

町村議会議員公務災害補償等組合規約別表第１の変更について協議するため、本案を提出

するものでございます。 

 施行期日につきましては、地方自治法第286条第１項の規定による総務大臣の許可の日か

ら施行するものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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１８ 議案第４５号 

〇田村議長 日程第18、議案第45号 平成26年度浦幌町一般会計補正予算を議題といたし
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ます。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 議案第45号 平成26年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成26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。 

 （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6,059万円を追加し、歳入歳出の総額を

歳入歳出それぞれ59億8,675万5,000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26年６月９日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんおき願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略をさ

せていただきます。 

 ５ページに移りまして、歳入歳出補正予算事項別明細書の１の総括につきましても省略

をさせていただきます。 

 ７ページをごらんおき願います。２、歳入、13款国庫支出金、１項国庫負担金、２目衛

生費国庫負担金17万3,000円を追加し、58万円は、説明資料16ページに記載のとおりがん検

診推進事業国庫負担金の追加に伴うものでございます。 

 ２項国庫補助金、３目教育費国庫補助金16万4,000円を追加し、25万9,000円は、説明資

料11ページに記載のとおり小中一貫コミュニティ・スクール事業が国庫補助金の交付対象

となったことからの追加補正でございます。 

 ４目総務費国庫補助金、新たな目を設けるもので、569万4,000円を追加し、569万4,000円、

情報化推進管理費の番号制度システム改修委託料の財源となるものでございます。 

 15款財産収入、１項財産運用収入、２目利子及び配当金56万2,000円を追加し、263万

4,000円は、説明資料13ページに記載のとおり利率上昇に伴います追加補正でございます。 

 16款１項寄附金、２目指定寄附金2,125万円を追加し、4,225万1,000円は、説明資料13ペ

ージから14ページにかけて記載のとおりふるさとづくり寄附金の増に伴います2,100万円

と説明資料15ページ、上浦幌ひまわり保育園の指定寄附５万円、同じく説明資料15ページ

から16ページにかけて記載の養護老人ホームへの指定寄附20万円の追加の内容でございま

す。 

 次に、８ページに移らせていただきます。17款繰入金、２項１目基金繰入金3,274万

7,000円を追加し、7,821万8,000円は、財政調整基金繰入金3,148万3,000円と社会教育施設

建設基金繰入金104万円、模範牧場施設整備基金繰入金22万4,000円、いずれもただいまご

議決いただきました議案第38号及び第39号にかかわります条例の廃止、一部改正に伴いま

す基金の整備の内容でございます。 

 ３、歳出、歳出に入る前に人件費の補正につきまして一括して説明をさせていただきま
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す。４月１日付新規採用及び人事異動に伴います科目間変更及び昇格に伴います管理職手

当の増、扶養等の支給区分の変更、共済負担金の負担金率確定によります変更の内容で、

一般会計、特別会計合わせまして２節給料、３節職員手当等、４節共済費合計で645万

4,000円の更正減となるものでございます。各目につきます人件費については、詳細につい

ては説明を省略させていただきます。 

 ３、歳出、１款１項１目議会費11万4,000円を減額し、7,414万2,000円は、人件費の内容

であります。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費1,725万3,000円を追加し、３億1,904万

1,000円は、人件費及び説明資料11ページに記載のとおり役場庁舎耐震防災改修工事に伴い

ます附帯工事の追加補正でございます。 

 ２目情報化推進管理費709万9,000円を追加し、9,704万2,000円は、説明資料12ページか

ら13ページにかけて記載のとおり行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用に関する法律、通称番号法の施行に対応するシステム改修が主な内容でございます。 

 ６目財政調整等基金費2,260万2,000円を追加し、4,565万8,000円は、説明資料13ページ

に記載のとおり財政調整基金の利子の積み上げにかかわるもの、社会教育施設建設基金の

関連条例廃止に伴います公共施設整備基金への積み立て、ふるさとづくり基金積み立ての

追加補正の内容のものでございます。 

 次、10ページをお開き願います。７目企画費1,480万2,000円を追加し、9,726万9,000円

は、説明資料13ページから14ページに記載のとおりふるさとづくり寄附制度にかかわりま

す費用の追加及び国内交流推進事業における追加補正でございます。 

 ８目支所費55万9,000円を追加し、1,930万2,000円は、人件費の補正でございます。 

 13目諸費130万円を追加し、4,346万2,000円は、説明資料14ページに記載のとおり地域会

館における暖房器具の購入にかかわります追加補正でございます。 

 ２項徴税費、１目税務総務費11万円を減額し、2,260万1,000円、５項統計調査費、１目

統計調査総務費111万4,000円を減額し、1,273万2,000円は、いずれの項目も人件費の補正

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774万1,000円を減額し、３億6,834万

9,000円、２項児童福祉費、３目認可保育園運営費139万4,000円を減額し、8,800万4,000円

は、いずれの項目も人件費の補正でございます。 

 次、12ページをお開き願います。４目へき地保育所運営費184万1,000円を減額し、3,773万

9,000円は、人件費及び説明資料15ページに記載のとおり上浦幌ひまわり保育園の指定寄附

によります備品整備に係る追加補正でございます。 

 ６目子ども発達支援センター運営費6,000円を追加し、1,857万7,000円は、説明資料15ペ

ージに記載のとおり北海道国民健康保険団体連合会への給付費請求事務にかかわります追

加補正でございます。 

 ８目子育て支援センター費17万2,000円を減額し、1,706万1,000円は、人件費の補正でご
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ざいます。 

 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費660万7,000円を減額し、１億7,762万8,000円は、

人件費の補正でございます。 

 ３目老人ホーム費14万5,000円を減額し、１億9,177万3,000円は、人件費及び説明資料

15ページから16ページにかけて記載のとおり老人ホーム施設長の講習費用及び指定寄附に

よります備品整備に係る追加補正でございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費197万3,000円を追加し、２億639万

1,000円は、人件費及び説明資料16ページに記載のとおり国の子宮がん、乳がんの検診事業

におきます新たな事業への方針確定に伴います費用の追加でございます。 

 ５目医療対策費250万4,000円を減額し、9,999万5,000円は、浦幌町立診療所特別会計へ

の繰出金の更正減でございます。 

 ８目保健福祉センター管理費48万円を追加し、1,638万2,000円は、説明資料17ページに

記載のとおり保健福祉センターの暖房器具修繕にかかわります追加補正でございます。 

 次、14ページをお開き願います。６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費５

万6,000円を減額し、3,532万1,000円、２目農業総務費429万6,000円を追加し、4,621万

8,000円は、いずれの目も人件費の補正でございます。 

 ４目農業団地センター管理費10万5,000円を追加し、679万円は、説明資料17ページに記

載のとおり農業団地センター調理実習室備品の購入費の追加補正でございます。 

 ２項林業費、４目うらほろ森林公園管理運営費19万円を追加し、2,906万円は、説明資料

17ページに記載のとおり公園内バンガローの水道給水管修繕にかかわります追加補正でご

ざいます。 

 ７款１項商工費、１目商工振興費４万5,000円を追加し、１億7,528万6,000円は、人件費

の補正でございます。 

 ２目観光費14万1,000円を追加し、3,220万3,000円は、説明資料18ページに記載のとおり

留真温泉におきます温泉成分の分析に係る掲示費用の追加補正でございます。 

 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費111万円を追加し、2,643万1,000円、２項

道路橋梁費、１目土木車両管理費44万8,000円を減額し、9,930万6,000円、３目道路建設補

助事業費42万6,000円を追加し、２億8,177万8,000円は、いずれの項目も人件費の補正でご

ざいます。 

 16ページをお開き願います。５項住宅費、１目住宅管理費12万4,000円を減額し、5,504万

7,000円は、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148万9,000円を減額し、5,847万8,000円、

３項中学校費、４目スクールバス管理費752万8,000円を追加し、6,078万円、４項幼稚園費、

１目幼稚園運営費391万2,000円を追加し、6,622万8,000円は、いずれの項目も人件費の補

正でございます。 

 ５項社会教育費、１目社会教育総務費441万4,000円を追加し、3,113万6,000円は、人件
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費の補正でございます。 

 ７目図書館管理費、次のページにかけてでございますけれども、421万2,000円を減額し、

3,772万円は、人件費及び次のページにございます備品購入費にかかわりまして、説明資料

18ページに記載のとおり指定寄附によります図書購入費の追加補正でございます。 

 次、18ページの６項保健体育費、２目社会体育施設費42万円を追加し、7,713万1,000円

は、説明資料18ページに記載のとおり上浦幌パークゴルフ場のあずまや解体にかかわりま

す費用の追加補正でございます。 

 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。 

 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 歳出の一般管理費、工事請負費の９ページのところですが、ここの役場の庁

舎の附帯工事1,800万と出ているのですが、物置だとか、そういうのをやるということなの

です。まだ周りに車庫だとかあるのですが、車庫も北側のブロックの車庫はこの建物、庁

舎と一緒ぐらいに建設されていると、あと東側と北側にあるプレハブの車庫についてもも

う何十年かたっていると、建て直すとか、そういうことまではあれですけれども、屋根や

何かもさびて真っ赤になっているということで、そういうところの模様がえというか、修

繕、どういうふうに考えているのかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問に説明させていただきます。 

 ご質問にありました役場庁舎北側のブロックづくりの車庫及び東側のプレハブ的な車庫

について、あわせてその対応はどうなのかというご質問だったと思います。北側の車庫に

つきましては、ご指摘の部分としては確かに役場庁舎の建設と同じ建設ということでござ

いますけれども、現在のところまだ耐え得るような状況で使っていけるのかなということ

で、いましばらく様子を見ていきたいというふうに思ってございます。また、東側の車庫

につきましてもさび、劣化が進んでいる状況もございますけれども、このことにつきまし

てもこの厳しい財政状況もございますので、あわせて使える状況の中で使っていきたいな

と思ってございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 使えるだけ使うというのは、一番いいことだと思いますけれども、現物をち

ゃんと見ていただきたいと。本当に構造上大丈夫なのか。それとあと、屋根もぼこぼこに

なりそうなぐらいさびていると。やはり塗装ぐらいして、庁舎のほうもきれいになる、物

置も新しくなるということですから、やはりそういう景観的なこともあると思いますので、

そういうので考えていけないかどうかお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまの質問について説明させていただきます。 

 物置につきましては、確かに今般の附帯の中でご提案申し上げているものでございます

けれども、老朽化とあわせまして工事の施工上支障になる物件だということもございまし

て、老朽化の対応と含めまして今般その整備を図りたいという考えでございます。また、

先ほどからの車庫につきましては、今後の推移をやはり見ていきたいなと思ってございま

すので、そのことについてはご参考にさせていただきながら推移を見てまいりたいと、検

討してまいりたいという判断でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 １つ確認のために聞いておきたいのですけれども、説明資料の13ページ、情

報化管理経費の内容の中ですけれども、メディア対応シュレッダーの使用頻度が高いため

再リースに係る使用料及び賃借料を補正するということなのですけれども、リース余り私

わからないのですけれども、再リース、金額も変わるということですか、それとも大きな

容量にしなければならないということなのか、その辺ちょっとお知らせをいただきたいと

思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問につきまして説明させていただきます。 

 まず、１点、メディア対応シュレッダーというのがどのようなものかという部分をなか

なかわかりづらいというふうに思いますので、説明させていただきたいと思います。通常

のシュレッダーは、紙を裁断するシュレッダーなのですけれども、メディア対応といいま

すのは今で申し上げますとＣＤディスクですとか、以前の中ではフロッピーディスク、そ

ういったもの細かく裁断をして処分すると。といいますのは、やはり大きな情報がその媒

体の中に入ってございますので、その扱いというのは非常に細心の注意を払っていかなけ

ればいけないというのがまず１点ございます。当時の対応としては、やはりフロッピーデ

ィスクが多かったものですから、その内容としては今現在フロッピーディスクはございま

せんので、ＣＤディスクだけというような部分になってきています。ただ、このことにつ

きましても余り多くもなってきていないというのも事実でございました。ただ、そういっ

てもやはり、という押さえはしていたわけでありますけれども、ディスクの管理上やはり

必要なものだなということで、改めてその再リースに向けて補正の提案というふうにさせ

ていただいたところでございます。ただ、１点、やはり時代も変わってきましたし、内容

も若干、シュレッダーそのものが少しグレード的にも上がってきておりますので、若干以

前よりは高くはなっているのかなというふうには捉えておりますけれども、いずれにいた

しましても必ずしも情報化を扱っている所管だけではなくて、役場全体としてこのシュレ

ッダーを使っていきたいと考えてございますので、このような形で提案させていただきま

したので、よろしくお願いしたいと思います。 
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〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 12ページに番号法が変わるということで番号のことが書いてあります。この

番号のことについて少し調べてみたのですが、非常にたくさんの、個人でいろんなものが、

ここに書かれているものも全部番号違ったです。個人のを調べてみました。これが国によ

って一律化になっていくのかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問について私のほうから説明させていただきます。 

 法的な部分として概要、全般の中で説明させていただきたいと思います。まず、１点は、

ただいまお話ございました内容でありますけれども、社会保障番号制度と税番号制度と言

われているものでございます。このことにつきましては、社会保障・税番号制度実施にか

かわります関連４法案というようなことで国は言っております。昨年の５月の第183回通常

国会でその関連法案、４つの法案が成立を見、同じ昨年の５月31日には公布をされたとい

ったところが法的根拠でございます。このことにおきましては、行政手続におけるいわゆ

る番号の利用に関する法律、またその施行、そしてその整備にかかわる法律、また地方公

共団体の情報システム機構法、また内閣法等の一部改正する法律といったようなことで大

きな４点の法律がなされております。これは、どのような法的には制度概要になっている

のかということにつきましては、ただいまご質問あったとおり個人、また法人もございま

して、個人、法人が識別できる番号をそれぞれ付番をしてその利用を図っていくというこ

とでございます。ただいまお話ありましたとおり、お調べになったとおり、年金番号です

とか、雇用者保険ですとか、それぞれの番号が必ずしも一致、１つの番号にはなっており

ません。これを１つの番号にして、そしてなおかつ手続も含めた中で一連の形ができ上が

るように、それが統一した中で、そして利用ができるようなことが、このことについては

国民の皆様の利便性の向上等々、公平な負担原則の維持と、そういったことを含めてその

整備を図っていくといったことに法的な整備がなっているものでございます。これにかか

わりまして、それぞれシステムを稼働しなければいけない部分がございますので、今般そ

れにかかわります補正予算ということでご提案をさせていただいたというものでございま

すので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 国の補助率が３分の２、３分の１については特別交付税の措置ということで、

各市町村についてはそんなに費用がかからないかと思いますが、既にご承知のとおり住基

ネットなんかも11桁で住民票コードとかというふうに我々全国民につけられたナンバーも

ございます。そういったものは、今税の対象にということでお話しになっているかと思い

ますので、多分こういうものにはまたそのまんまの番号がついてくるのかなというふうに

思っているのです。印鑑証明書もまた各町村で全然違いますし、それぞれいろんな意味で
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の番号が統一化されるというのはなかなか受けるほうにとってはまだまだいろんな数字が

いっぱいあって全然、普通の生活に必要なものは余りないのではないかなと。徴収する側

にとっては、こういう統一の番号になればやりやすいですよね。万一何か、どこかでそれ

こそパソコンのぐあいが悪くなったりなんかということになれば、統一された番号であれ

ば非常に、市でもちょっとこの間ありました、同姓同名の方がどうのこうのという部分。

そういういいこともあるけれども、ふぐあいなことも生じてくるのでないかなということ

で非常に危惧しているわけでございますけれども、国のやることで国がお金を出すことと

いうことで甘んじて受けなければならないのかなというふうに思ってはおります。これは、

やはりなかなか大変な作業であって、平成28年からということで、個人番号が交付の予定

が28年の１月ということです。これ26年、７年で実施するという改修の、改修のというこ

とはパソコンの情報のほうで改修ということですので、大丈夫かなとは思いますけれども、

非常に大変な作業でないかなというふうに思って、現在の人員の配置で情報管理や何かは

全てオーケーなのかどうか、ちょっと確認しておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問にかかわりましてご説明をさせていただきます。 

 まずは、１点、利用者側にはそんなに変わらないのではないかといったようなご質問だ

ったというふうに思います。このことにつきましては、さきの質問でもございましたとお

りそれぞれいろんな番号があるということで、例えば年金については基礎年金番号、それ

から健康保険につきましては健康保険被保険者証記号番号、また介護保険につきましても

被保険者番号といったようなそれぞれの番号が、また印鑑登録につきましてもその番号が

付されて、それぞれ番号が違います。利用する方々は、それぞれの幾通りもの番号をやは

り管理をしなければいけないというのがまず１点あろうかと思います。これが今般の番号

法と言われています社会保障・税番号制度につきましては、住民基本台帳に記録されてい

る住民の方に国のほうの地方公共団体情報システム機構から通知がされます。これが個人

番号ということで、番号が一括管理のもとに通知をされ、その番号を個人番号という扱い

の中で先ほどご質問にありました平成28年の１月にはその番号の交付を行うというような

予定でございます。そのために平成26、27年度の２カ年におきましてシステムの改修を行

っていかなければいけないということで、それぞれ国の補助、または交付税の措置をされ

るものということで、今般は基幹となる住民基本台帳システムから健康管理システムまで

の対応となるものでございます。 

 また、今後予定されている中にあっては、例えば諸証明の手続について、雇用保険の受

給にかかわります手続においても現在のところ住民票等の個人を特定する情報の書類の添

付といったものもございます。これらがこのカードによって省略されていくのではないか

とも言われておりますし、利用される方々にとってもそういった利便が図られるのかなと

いうようなことになっているものであります。 
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 また、26、27のこのシステム改修した中で、実際的には番号の交付が28年の１月、そし

ておよそ利用開始というのが翌年からの形になっていくのかなという予定では聞いており

ます。その中で職員の体制としてはどうなのかといった部分ございますけれども、この中

ではこのシステムの中にあります団体内統合宛名システムというのがございまして、いわ

ゆる各システムの連携を図っていかなければいけないと。ばらばらの状況ではやはりなり

得ませんので、それぞれのシステムが同じ番号の認識を行っていくと、そして情報のやり

とりもできるというようなことになっていきますので、このことについては現状の中での

対応としてはなり得ていくのかなと。まだ若干詳細の部分が伝わってきていない部分はご

ざいますけれども、現在の把握した中ではなっていくのかなというふうに捉えてございま

すので、このことについてはご理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 今国のほうの機構の話が出たと思うのですけれども、多分これ新しい組織で

対応していくのかなと、国のほうで。また、我々は甘んじて受ける番号だからしようがな

いなとは思うのですが、またそこで新たな組織ができてきて各全国中にそういった流れが

できてしまうということで、非常に大変な作業に取りかかるのだなというふうに、前から

番号制度のことは話は出ていましたけれども、また各市町村においていろんな税金のほか

にも徴収する、いろんな上下水道だとかなんとかという徴収どうしてもしなければならな

いものが多分あると思うのですけれども、そういったものは併用しないということですね、

この番号で、多分。余りにも多用されると、番号が漏えいする危険性も含んでいるのでな

いかなということがあるのです。その辺なんかももちろん機構できちっと考えてやるので

しょうけれども、何か心配な点もなきにしもあらずということで、ここでお聞きしても今

これからのことですので、やるよと言われたら、お金も出すよと言われたら、嫌ですと言

うところは全国に１町村、１村というか、そういったところでなかなか全部がはいと言う、

これは強制でやらざるを得ないということですか、確認ちょっとしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問について説明させていただきます。 

 冒頭ご質問の中にありましたこの制度について説明させていただきました。いわゆる社

会保障・税番号制度実施にかかわります関連４法案が昨年の５月の国会で成立、そして同

じく５月の末に公布をされたということで、このことについては法律の施行でございます

ので、また国全体の中でこの番号の制度を実施しようということでございます。このこと

は、浦幌町に限らず、全国市町村の対応というふうになっております。また、この番号の

管理についてもやはりご心配のとおり漏えい等々の部分がございます。このことについて

も国のほうは、最善の策を図っていくというようなことでの通知もなされておりますし、

またご指摘ございました地方公共団体情報システム機構、このことについても関連４法案
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の中であります機構法が成立をしてこの機構が一括管理的に行っていくと、いわゆる事務

が煩雑にならないような形での管理をしていくということがあろうかと思います。その中

で漏えい等のやはり対策も施していくということもございますので、現在のところ国の政

策、法律についての部分についてはそういった形で理解をしているところでございます。 

 また、一概にこの番号が、先ほど水道等のこともどうなのだといったことがございます。

今般につきましては、それぞれ総務省、厚生労働省が所管となっておりますこの補正にあ

ります住民基本台帳システムから健康管理システムまで、これがいわゆる基礎、基本的な

ものとして今後今の現段階では国としては行っていくという部分についての国庫補助の対

応と、また交付税対応というふうになっております。ただ、１点、各地方公共団体におき

ましては、独自のものとしての扱いも付加できますということも言われております。今後

交付されようとしております番号カードにおきましては、ＩＣチップが格納されておりま

して、その中の情報に組み入れることも可能だと。ただ、これについてはその分はお金が

かかりますので、この辺は推移を見ていきたいなというふうに思ってございますので、ご

理解をいただきたいと思います。 

 いずれにいたしましても、住民基本台帳システムが基幹となっておりまして、浦幌町だ

けではなくて、この情報が利便性向上、また安全性確保のためを含めた対策を施しながら、

各公共団体との情報連携ということもなり得ますので、そういった対応を図っていくとい

うことでなっておりますことをご理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 福原議員の質問…… 

〇福原議員 別な関連、老人ホームのことでちょっとお聞きしたいのですけれども、よろ

しいですか。 

〇田村議長 運用基準55条を運用しないで発言を許します。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 ありがとうございます。 

 15ページの老人ホーム費の老人ホーム施設長、受講するということで経費というか、費

用が見込まれております。現在の施設長は、多分昨年の異動で施設長になられた方かなと

いうふうに思っております。それで、１年間無資格というか、受講をされないで現在に至

っているのかなというふうにこの説明の資料から読み取れるわけですが、こういうことが

今現在起きているということは事実なのですね、確認です。 

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 ただいまのご質問にお答えします。 

 ただいま養護老人ホームにいる施設長につきましては、昨年の４月１日に老人ホーム所

長として就任したものであります。この所長におかれましては、ただいま福原議員のおっ

しゃられましたとおり社会福祉施設の長の資格要件というようなところの部分については
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資格要件を満たしていないと。満たしていない中で資格要件を満たすというような絡みか

ら、今回資格を取るための講習の予算を補正させていただきました。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 やはりこういうことはなるべく避けたほうがよろしいかと思います。それで、

理事者側として異動をさせたというか、こういう資格要件を即取らせるような執行者側と

して体制はとれないかどうか確認をして、今後このようなことが起きないように任命権の

ある方に考えて、考慮していただきたいというふうに思いますが。 

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 老人ホームの施設長の資格要件ですけれども、資格要件につきまし

ては社会福祉主事任用資格を有する者ですとか、それから社会福祉事業に２年間従事した

者、このような者に対しては老人ホーム関係の社会福祉施設長の資格要件を満たしている

というような中身でございます。ですから、今の所長におかれましては、今年１年間今の

施設で業務を遂行すればこの社会福祉事業を２年以上従事した者というような形のもので

要件を満たすというような形になろうかと思いますけれども、しかしながら今年講習を受

けて早い時期に資格要件を満たすというような体制づくりをさせていただきたく、このた

び補正をさせていただきたいと思いますので、よろしくご理解のほどお願いいたします。 

〇田村議長 副町長。 

〇門馬副町長 今説明ありましたように、その従事２年間が必要、２年間過ぎればいいと

いうことともう一つは講習を受けてその資格を得なければいけないという２通りあるわけ

ですが、今回はもう一つのほうの資格を取るための講習を受けるということで、そういう

意味では無資格という中でやってきたということについては、そういう状況でやってきた

ということはそのとおりであります。そういう意味では、今回それを解消するために早急

に資格を得るための講習を受けるということでありますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 なお、今後については、それらを含めましていろいろと状況等を考慮しながら人事につ

いても考え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 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。 
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（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１９ 議案第４６号 

〇田村議長 日程第19、議案第46号 平成26年度浦幌町介護保険特別会計補正予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 19ページをごらん願います。議案第46号 平成26年度浦幌町介護保険特別

会計補正予算。 

 平成26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660万7,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ６億8,108万9,000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26年６月９日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開きください。20ページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに21ページ、

歳入歳出補正予算事項別明細書の総括は省略をさせていただきます。 

 次のページ、22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660万7,000円を減額し、１億2,111万1,000円は、職員給与費等繰入金

であります。 

 次のページ、23ページをごらんください。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１

目一般管理費458万1,000円を減額し、1,105万4,000円、４款１項地域支援事業費、３目包

括的支援事業費202万6,000円を減額し、2,121万2,000円は、いずれも人件費の減額補正を

行う内容であります。 

 以上で提出議案の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上

げまして、ご承認いただきますようお願いをいたします。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。 

（「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。 
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 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２０ 議案第４７号 

〇田村議長 日程第20、議案第47号 平成26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。 

〇佐藤診療所事務長 24ページをごらん願います。議案第47号 平成26年度浦幌町浦幌町

立診療所特別会計補正予算。 

 平成26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から歳入歳出それぞれ250万4,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ２億7,675万1,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成26年６月９日提出、浦幌町長。 

 25ページの第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略させていただきます。 

 26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、総括につきましても

省略させていただきます。 

 27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250万4,000円を減額し、9,084万7,000円は、一般会計からの繰入金の減額でござい

ます。 

 ３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費10万8,000円を追加し、4,647万8,000円、

２目医業費261万2,000円を減額し、２億2,995万7,000円、いずれの目も人件費にかかわり

ます補正でございます。 

 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。 
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 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。 

 

    ◎休会の議決 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 お諮りをいたします。議事の都合によりあすから６月12日までの３日間休会とし、６月

13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、議事の都合によりあすから６月12日までの３日間休会とし、６月13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 ０時１１分 


