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平成２７年第３回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

平成２７年９月７日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 ２時１８分 

 

〇議事日程 

 日程第 １ 議会運営委員長報告 

 日程第 ２ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ３ 会期の決定 

 日程第 ４ 諸般の報告（議長） 

 日程第 ５ 行政報告（町長、教育委員長） 

 日程第 ６ 報告第 ５号 健全化判断比率の報告について 

 日程第 ７ 報告第 ６号 資金不足比率の報告について 

 日程第 ８ 報告第 ７号 専決処分の報告について 

              （損害賠償の額の決定） 

 日程第 ９ 報告第 ８号 専決処分の報告について 

              （損害賠償の額の決定） 

 日程第１０ 承認第 ６号 専決処分の承認を求めることについて 

              （訴えの提起） 

 日程第１１ 承認第 ７号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２７年度浦幌町一般会計補正予算） 

 日程第１２ 承認第 ８号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２７年度浦幌町一般会計補正予算） 

 日程第１３ 議案第６０号 浦幌町消防団条例の制定について 

 日程第１４ 議案第６１号 浦幌町個人情報保護条例の一部改正について 

 日程第１５ 議案第６２号 浦幌町防災会議条例及び浦幌町国民保護協議会条例の一部 

              改正について 

 日程第１６ 議案第６３号 浦幌町手数料徴収条例の一部改正について 

 日程第１７ 議案第６４号 浦幌町立学校設置条例の一部改正について 

 日程第１８ 議案第６５号 工事請負契約の締結について 

 日程第１９ 議案第６６号 財産の取得について 

 日程第２０ 議案第６７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２１ 議案第６８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２２ 議案第６９号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 
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 日程第２３ 議案第７０号 平成２７年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第２４ 議案第７１号 平成２７年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算 

 日程第２５ 議案第７２号 平成２７年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 日程第２６ 議案第７３号 平成２７年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第２７ 議案第７４号 平成２７年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算 

 日程第２８ 議案第７５号 平成２７年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算 

 日程第２９ 議案第７６号 平成２７年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 日程第３０ 同意第 ８号 浦幌町教育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 

 

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   大  山  則  幸 

     総 務 課 参 事   朝  倉     智 

     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   小  川  博  也 

     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 
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    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      前  田     勇 

 

    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27年第３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。 

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

します。 

 

    ◎議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 河内委員長。 

〇河内議会運営委員長 議会運営委員長報告をいたします。 

 平成27年第３回浦幌町議会定例会の運営について９月１日午前、議会運営委員会を開催

し、正副議長出席のもと、提出された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４件、承認３件、一般議案11件、平

成27年度一般会計及び特別会計補正予算７件、決算認定は平成26年度一般会計及び特別会

計合わせて９件が提案されております。続いて、同意案件１件であります。議会提出は、

発議、発委等であります。一般質問につきましては、11日を予定しております。通告期限

は８日正午までとなっております。以上の内容を踏まえ、会期は本日から９月16日までの

10日間でお願いいたします。本日の日程は、諸般の報告、行政報告に続き、報告第５号か

ら第８号までの４件、承認第６号から８号までの３件、一般議案第60号から第69号までの

10件、補正予算につきましては第70号から76号までの７件、同意案件第８号の１件を予定

しております。 

 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を行って

おります。 

 以上、議会運営委員会の協議の結果であります。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、９番、阿部優議員、10番、森
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秀幸議員を指名いたします。 

 

    ◎日程第３ 会期の決定 

〇田村議長 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りをいたします。本定例会の会期は、本日から９月16日までの10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９月16日までの10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 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27年８月24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27年６月15日から平成27年９月６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27年５月分から平成27年７月分の例月出納検査報

告書、平成27年度定期監査報告、教育委員会からの提出のあった平成27年度教育委員会の

権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び報告平成26年度分につきましては、事

前に配付しておりますので、ご了承願います。 

 次に、平成27年６月15日開会の浦幌町議会第２回定例会で可決された義務教育費国庫負

担制度堅持・負担率２分の１への復元、「30人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、

就学保障充実など2016年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書、北

海道教育委員会「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や子どもの実態に応じた

高校づくりの実現を求める意見書、憲法解釈変更による集団的自衛権行使容認の閣議決定

撤回と関連法改正反対を求める意見書、地方財政の充実・強化を求める意見書、平成27年

度北海道最低賃金改正等に関する意見書につきましては、同日付で衆参両院議長、内閣総

理大臣、各関係大臣並びに北海道教育委員会教育長、北海道知事、北海道議会議長ほか関

係行政庁に提出をしております。 

 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 行政報告 

〇田村議長 日程第５、行政報告を許します。 

 町長。 
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〇水澤町長 行政報告をさせていただきます。 

 平成27年６月15日から平成27年９月６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、農業基盤整備促進事業、浦幌地区第１工区工事

ほか26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、新生橋外１橋橋梁補修詳細設計委

託業務ほか４件であります。 

 ４の物品購入入札結果につきましては、公用自動車購入その１、その２であります。 

 ５の町有林立木売り払い入札結果につきましては、第１伐区、相川町有林立木売り払い

ほか６件であります。 

 ６のその他については、特別報告すべき事項はありません。 

 以上で行政報告とさせていただきます。 

〇田村議長 次に、教育委員長。 

〇松田教育委員長 教育委員会行政報告をさせていただきます。 

 厚内小学校閉校について報告いたします。６月25日、厚内小学校ＰＴＡ臨時総会が開催

され、近年児童数が減少する中、より望ましい教育を受けさせるために同校を平成27年度

末をもってやむなく閉校する旨、満場一致で議決されました。また、６月29日に厚内小学

校閉校記念事業協賛会設立準備委員会を、７月３日に厚内小学校閉校記念事業協賛会設立

総会をそれぞれ開催し、同協賛会の会則、事業内容、事業予算及び役員等が決定されまし

た。 

 教育委員会といたしましては、６月26日開会の第６回定例教育委員会に付議して善後策

を協議するとともに、閉校に向けた事業を進めてまいりました。 

 明治35年開校の厚内小学校が113年の輝かしい歴史と伝統に終止符を打つことは、まこと

に残念ですが、この閉校が子どもたちの新たな将来を開く道であることを期待するととも

に、厚内小学校の歩みに献身的に貢献されてこられた歴代の学校長を初め、教職員、地域、

ＰＴＡ、関係者の皆様に心から敬意と感謝を申し上げます。今後につきましては、閉校及

び平成28年４月１日の浦幌小学校への統合に向け、さまざまな課題について協議するとと

もに、厚内地区の教育のあり方等について検討してまいりたいと考えております。 

 以上、厚内小学校の閉校についての報告といたします。 

〇田村議長 これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第６ 報告第５号 

〇田村議長 日程第６、報告第５号 健全化判断比率の報告についてを議題といたします。 

 報告を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案の１ページをお開き願いたいと思います。報告第５号 健全化判断
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比率の報告について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成26年度決算

に基づく健全化判断比率を次のとおり報告する。 

平成27年９月７日提出、浦幌町長。 

 記、１、健全化判断比率。実質赤字比率、連結実質赤字比率につきましては、赤字が生

じておりませんので、棒線表示となっております。実質公債費比率につきましては、浦幌

町の比率は11.6％で、早期健全化基準、財政再生基準以内となっております。将来負担比

率、浦幌町の比率は4.6％、早期健全化基準以内となっております。 

 ２、監査委員の意見、別紙のとおり、監査委員の意見は次のページに記載しております

ので、ごらんおき願います。 

 次に、説明資料２ページをお開き願います。実質赤字比率でございますが、これは一般

会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率となっております。本町は、赤字

が発生していないため比率は算出しておりません。 

 次に、３ページをお開き願います。連結実質赤字比率でございますが、これは全会計を

対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率となっております。この比率につきまし

ても、本町は赤字が発生しておりませんので、比率を算出してございません。 

 次に、４ページをお開き願います。実質公債費比率でございますが、これは一般会計等

が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額に対する比率とな

ってございます。３カ年平均により算出しております。本町の比率は、26年度単年度では

11.77％、３カ年平均では11.6％でございます。 

 次に、７ページをお開き願います。将来負担比率でございますが、これは一般会計等が

将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率となってござい

ます。本町の比率は4.6％でございます。 

 なお、これらの比率が早期健全化基準を超えますと、実質的な改善努力による財政健全

化が求められます。財政再生基準を超えますと、国等の関与により確実な再生が求められ

ることとなっております。本町の場合いずれの比率も基準以下となっております。 

 各比率の算出内容につきましては、説明資料２ページから10ページに記載しております

ので、後ほどごらんおきを願います。 

 以上で報告を終わらせていただきます。 

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５号を終わります。 

 

    ◎日程第７ 報告第６号 

〇田村議長 日程第７、報告第６号 資金不足比率の報告についてを議題といたします。 
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 報告を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書の３ページをごらん願います。報告第６号 資金不足比率の報告

について。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定により、平成26年度決算

に基づく資金不足比率を次のとおり報告する。 

平成27年９月７日提出、浦幌町長。 

記、１、資金不足比率。特別会計の名称、公共下水道特別会計、個別排水処理特別会計、

簡易水道特別会計ともに浦幌町の比率につきましては、資金不足が生じておりませんので、

棒線表示となっております。また、いずれの会計も経営健全化基準は20％となっておりま

す。 

２、監査委員の意見、別紙のとおり、監査委員の意見は次のページに記載しております

ので、ごらんおき願います。 

 次に、説明資料11ページをお開き願います。資金不足比率でございますが、これは公営

企業ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率となっております。本町は、いずれの会

計も資金不足が発生していないため、比率は算出されておりません。 

 以上で報告を終わらせていただきます。 

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８ 報告第７号 

〇田村議長 日程第８、報告第７号 専決処分の報告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。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 報告第７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27年９月７日提出、浦幌町長。 

 記、１、損害賠償の額、36万6,174円。 

 ２、損害賠償の相手方、記載のとおりでございます。 

 ３、事故の発生年月日、平成27年６月12日。 

 ４、事故の発生場所、記載のとおりでございます。 

 ５、事故の概要、取水口清掃のため中浦幌浄水場から川上浄水場への給水に切りかえた

ところ水の流れが変わったことにより水道管内部のさびが剥離し、水道水の濁水が発生、
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その濁水が相手方の貯水槽に浸入、製造中の原材料及び貯水槽に損害を与えた事故でござ

います。 

 ６、専決処分日、平成27年７月14日。 

 なお、損害賠償につきましては、給水切りかえによることを起因とした事故の発生であ

り、10対ゼロの過失割合で相手方との示談が成立し、原材料の損害及び貯水槽清掃に係る

費用36万6,174円全額につきましては、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、食品を製造、供給するため町の水道水に信頼を寄せ、

ご利用をいただいております受益者の食品製造企業様に切りかえ操作手順の不徹底から多

大なるご迷惑とご不安を与えてしまい、深くおわびを申し上げる次第でございます。水道

水を供給する事業者として、安心してご利用いただけるよう努めることは当然の責務であ

りますが、操作手順の確認及び連絡体制の綿密化のさらなる徹底を図り、なお一層信頼を

置ける水道事業を進めるべく努めてまいる所存でございます。 

 なお、示談の成立につきましては、27年７月14日とし、専決処分の日となるものでござ

います。 

 以上、専決処分の報告とさせていただきます。 

〇田村議長 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。 

 これで報告第７号を終わります。 

 

    ◎日程第９ 報告第８号 

〇田村議長 日程第９、報告第８号 専決処分の報告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。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 議案書６ページをごらんおき願います。報告第８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27年９月７日提出、浦幌町長。 

 記、１、損害賠償の額、21万6,832円。 

 ２、損害賠償の相手方、記載のとおりでございます。 

 ３、事故の発生年月日、平成27年７月16日。 

 ４、事故の発生場所、記載のとおりでございます。 

 ５、事故の概要、林道を走行中、横断排水溝のふた、グレーチングが外れていることに

気づかず通行した際、ふた、グレーチングがはね上がり、車両下部及び左後輪付近を破損
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させた事故でございます。 

 ６、専決処分日、平成27年８月24日。 

 なお、損害賠償につきましては、道路の状況、全国の過去の事故事例から道路管理者の

過失割合と運転者の過失割合について10対ゼロの割合で相手方との示談が成立し、当該車

両に係る修理費21万6,832円全額につきまして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、幸い運転者にけがはなく、車両破損のみで大事に至る

ことはありませんでしたが、看過することなく、今後さらに町管理林道の維持管理の徹底

に努めてまいりたいと思っております。 

 なお、専決処分につきましては、示談の成立の日をもって専決処分とさせていただいて

いるものでございます。 

 以上、専決処分の報告とさせていただきます。 

〇田村議長 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。 

 これで報告第８号を終わります。 

 

    ◎日程第１０ 承認第６号 

〇田村議長 日程第10、承認第６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。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 承認第６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９月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。 

 専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

 平成27年６月26日、浦幌町長。 

 記、訴えの提起、本町は次のとおり訴えを提起する。 

 １、事件名、診療報酬返還請求事件。 

 ２、事件番号、（１）支払い督促、旭川簡易裁判所平成27年（ロ）第181号。（２）訴訟、

旭川地方裁判所平成27年（ワ）第128号。 

 ３、当事者、原告、浦幌町、被告、稲葉憲一。 

 ４、請求の趣旨、次のとおり、判決及び仮執行の宣言を求める。（１）被告は、原告に対
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し543万6,317円及び民法所定の年５分の割合による遅延損害金を支払うこと。（２）訴訟費

用は被告の負担とすること。 

 ５、事件の概要、（１）平成17年に実施された北海道と北海道社会保険事務局の監査によ

り不正、不当な診療報酬の請求が発覚した被告は、それらの事実を認め、返還同意書等を

町に提出しており、これに基づいて合計543万6,317円の支払いを求めてきたが、被告はこ

れまで支払いをしていない。（２）そのため町は支払いを求め、旭川簡易裁判所に支払い督

促を申し立て、平成27年６月15日に被告に送達された。これに対し、被告が督促異議の申

し立てをしたため、訴えを提起するものである。 

 ６、訴訟遂行の方針、判決の結果必要がある場合は上訴するものとする。 

 ７、管轄裁判所、旭川地方裁判所。 

 このたびの専決処分は、旧帯広脳神経外科において行われた診療報酬の不正、不当請求

について当時の院長であります稲葉憲一氏を相手に総額543万6,317円の支払いを求め、旭

川簡易裁判所に対し支払い督促の方法により申し立てたところです。これに対し稲葉氏か

ら返還の存在は認めるものの、事情により支払えないとする異議申し立てがされましたの

で、町といたしましては債権回収について最善を尽くすことが責務であると考え、通常の

訴訟へと手続を移行したものであります。訴訟に当たりましては、議会の議決事項とされ

ております訴えの提起を証する書面、もしくは専決処分を証する書面を訴状等の必要書類

とあわせ、平成27年７月６日までに提出するよう裁判所より指定されたものです。また、

裁判所からの今後の出廷に対し、迅速に対処することも踏まえ、専決処分をさせていただ

きましたので、何とぞ事情をご理解いただき、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上

げます。 

 なお、裁判は、９月３日午後４時から行われまして、９月24日に判決が出されることと

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。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。 

 ３番、差間議員。 

〇差間議員 質問いたします。 

 間違っているかもしれませんけれども、この裁判の申し立てを旭川にしたのは、帯広に

しなかったのは何か理由があるのでしょうか。その説明をお願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 今申し上げております相手方につきましては、現在旭川の病院で働いてご

ざいまして、住所地が旭川というふうになってございます。それで、最寄りの裁判所とい

う形になりますと旭川ということになりますので、旭川に申し立てたと、こういうことで

ございます。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 
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〇差間議員 最初に間違っていたらと言ったのですけれども、訴える側の事情で裁判の場

所を決定できるという事情はないのでしょうか。そのことについて質問いたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 あくまでも訴えにつきましては、現在所在しているそこに訴えるというこ

とが原則というふうに聞いておりますので、そのような措置をさせていただきました。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 もう一度伺います。 

 裁判で相手を訴える場合、その訴える場所を選べると私記憶していたのですけれども、

これはどうなのでしょうか。例えば相手が病気でなかなか外に出れないとか特別に事情が

ある場合は、その事情を考慮して裁判の場所を決定するということは当然考えられますけ

れども、今回の場合はどうなのでしょうか。 

〇田村議長 差間議員、３回目でございますので、聞きたいことがありましたら申し上げ

てください。 

〇差間議員 これで終わります。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 あくまでも被告の場所というふうに訴えをしておりますので、よほどの事

情がない限りこちらのほうで訴えるという、近間の場所で訴えるほうが場所を選べるとい

うふうに理解しておりません。私どもといたしましては、あくまでも支払い督促もそこの

簡易裁判所のほうに求めたものでございまして、そこにある支払い督促から訴訟へ移行し

たということでございますので、あくまでも支払い督促の延長上にある訴えということで

旭川に訴えたということでございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより承認第６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、承認第６号は承認することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１１ 承認第７号 
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〇田村議長 日程第11、承認第７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。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書10ページをごらん願います。承認第７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９月７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、下記のとおり専決処分する。 

 平成27年７月２日、浦幌町長。 

 記、平成27年度浦幌町一般会計補正予算、別紙のとおり。 

 次のページをごらん願います。 

 平成27年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成27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27万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ60億5,766万2,000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。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正、あわせまして14ページの歳入歳出補正予算事

項別明細書、１、総括については説明を省略させていただきます。 

 あわせまして説明資料につきましては、13ページをごらん願います。２、歳入、17款繰

入金、２項１目基金繰入金27万円を追加し、２億6,791万1,000円。 

 ３、歳出、３款民生費、２項児童福祉費、５目児童館運営費27万円を追加し、73万9,000円。 

 今回の補正の内容につきましては、説明資料に記載のとおり、常室児童館にかかわりま

す修繕料を追加した内容でございます。 

 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。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 
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 これより承認第７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、承認第７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８号 

〇田村議長 日程第12、承認第８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。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書16ページをお開き願います。承認第８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９月７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、下記のとおり専決処分する。 

 平成27年７月21日、浦幌町長。 

 記、平成27年度浦幌町一般会計補正予算、別紙のとおり。 

 次のページをごらん願います。 

 平成27年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成27年度浦幌町の一般会計補正予算（第４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166万3,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ60億5,932万5,000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。 

 次のページでございます。第１表、歳入歳出予算補正、並びに次のページ、20ページで

ございますが、歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括については説明を省略させてい

ただきます。 

 次に、21ページをごらん願います。あわせまして説明資料14ページをごらん願います。

２、歳入、17款繰入金、２項１目基金繰入金166万3,000円を追加し、２億6,957万4,000円。 

 ３、歳出、２款総務費、１項総務管理費、５目財産管理費41万1,000円を追加し、1,637万

5,000円、内容といたしましては土地の分筆を行うための経費を追加した内容でございま

す。 
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 10款教育費、２項小学校費、１目学校管理費125万2,000円を追加し、8,295万6,000円、

説明資料に記載のとおり、厚内小学校の閉校に伴います臨時学校事務員採用に係る経費を

追加した内容でございます。 

 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。 

（「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８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、承認第８号は承認することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１３ 議案第６０号 

〇田村議長 日程第13、議案第60号 浦幌町消防団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。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書22ページをお開き願います。議案第60号 浦幌町消防団条例の制

定について。 

 浦幌町消防団条例を次のように定める。 

 平成27年９月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町消防団条例。 

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

より説明をさせていただきます。議案説明資料15ページをお開き願います。浦幌町消防団

条例説明資料。 

 １、制定の趣旨、十勝19市町村で消防に関する事務の共同処理を行うとかち広域消防事

務組合が平成27年５月１日に設立されたことに伴い、平成28年３月31日をもって東十勝消

防事務組合を解散するものでありますが、とかち広域消防事務組合の共同処理に含まれな

い消防団に関する事務を浦幌町が継承するものであり、この条例を制定するものです。な

お、十勝19市町村全てにおいて消防団に関する事務を継承する内容でございます。 

 ２、条例の内容でございます。条文は、第１条から第18条で構成されております。消防
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団の設置、名称及び区域並びに消防団の定員、任用、分限、懲戒、服務、報酬、公務災害

補償、退職報償金その他の事項について制定するものでございます。 

 第２条、消防団の設置、名称及び区域について規定しております。 

 第３条から第６条でございます。団員の定数、欠格条項、任用及び退職について規定し

ております。 

 第７条、第８条、団員の分限及び懲戒について規定してございます。 

 第９条から第12条、団員の服務規律について規定してございます。 

 第13条、第14条、団員の報酬及び費用弁償について規定してございます。 

 第15条から第18条、団員の公務災害補償、退職報償金及び賞じゅつ金その他について規

定してございます。 

 ３、施行期日でございますが、平成28年４月１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60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６１号 

〇田村議長 日程第14、議案第61号 浦幌町個人情報保護条例の一部改正についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書26ページをお開き願います。議案第61号 浦幌町個人情報保護条

例の一部改正について。 

 浦幌町個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成27年９月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町個人情報保護条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町個人情報保護条例（平成13年浦幌町条例第20号）の一部を次のように改正する。 

 本条例の改正内容につきましては、条文の朗読を省略させていただき、説明資料により
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説明させていただきます。説明資料16ページをごらん願います。浦幌町個人情報保護条例

の一部を改正する条例説明資料。 

 １、改正の趣旨、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等に関する

法律、番号法の施行により、全ての国民一人一人に付番される個人番号、マイナンバーを

活用して、社会保障、税、災害対策等の分野における国民の利便性向上と行政運営の効率

化を図る仕組みが創設されました。同時に個人番号は強力な個人識別機能を有しているた

め、個人番号を内容に含む個人情報にはそれ以外の個人情報よりも厳格な保護措置が講じ

られております。番号法による特定個人情報の保護措置は、条文に書き起こして直接的に

規定するものと一般法を読みかえて規制するものがあります。そもそも一般法は、行政機

関、これは国の機関でございますが、独立行政法人等及び民間事業者の取り扱いを定めて

いるもので、その影響は地方公共団体の条例には及びません。このため地方公共団体には

一般法の読みかえの趣旨を踏まえて条例の整備を行うことが求められていることから、本

町においても特定個人情報の適正な取り扱いを確保するため、個人情報保護条例の一部を

改正するものであります。また、あわせまして行政機関が保有する個人情報の保護に関す

る法律に準じて改正するものでございます。 

 次のページをごらん願います。２、改正の内容でございます。①、目的、第１条でござ

いますが、開示及び訂正についてを開示等に改めるものでございます。 

 ②、定義、第２条でございます。個人情報の定義から実施機関が管理する文書、図面、

写真及び磁気テープその他これに類するものに記録されるもの、または記録されたという

文言を除き、新たに保有個人情報について規定するものでございます。 

 なお、現行では役員情報等が個人情報から除外されているが、番号法上の特定個人情報

においては除外されておらず、個人情報には該当しないが、特定個人情報に該当する情報

が存在することとなるため、個人情報の定義に役員情報等も含めることとする。 

 また、番号法の施行に伴い番号法との整合を図るため、新たに特定個人情報、情報提供

等記録、保有特定個人情報について規定するものでございます。 

 保有個人情報でございますが、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した個人情

報であって、職員が組織的に利用するものとして当該実施機関において保有しているもの

でございます。ただし、公文書において記録されたものでございます。ここで言う実施機

関と申しますのは、町なり、教育委員会、また農業委員会等を指すものでございます。 

 特定個人情報でございますが、国民一人一人に付番される個人番号をその内容に含む個

人情報のことをいいます。 

 情報提供等の記録でございますが、情報提供ネットワークシステムを使用して、どのよ

うな特定個人情報がどの機関間でやりとりされたかを記録することをいいます。なお、情

報提供ネットワークシステムについては、国が設置、管理するもので、国の機関や市町村

において特定個人情報を連携するシステムのことでございます。 

 保有特定個人情報でございますが、保有個人情報のうち個人番号をその内容に含むもの
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をいうものでございます。 

 次、③でございます。利用及び提供の制限、第８条、第９条の２、第９条の３でござい

ます。第８条は、実施機関が保有する個人情報の利用及び提供の制限に関する規定に改正

するもので、個人番号を含む保有特定個人情報の利用の制限に関する規定を第９条の２、

提供の制限に関する規定を第９条の３に番号法に準じて新たに加えるものでございます。

第９条の２では、目的外利用できる場合として個人の生命、身体、または財産を保護する

ために必要があるという場合であって、本人の同意があり、または本人の同意を得ること

が困難であるときを規定するものでございます。９条の３は、番号法に定めるものに該当

する場合に制限されるものでございます。 

 次、18ページをごらん願います。④、オンライン結合による提供の制限、第10条でござ

います。オンライン結合、電子情報処理組織の結合について規定するものでございます。 

 ⑤、委託に伴う措置等、第12条でございます。公の施設の管理を指定管理者に行わせる

場合の措置等についての規定を追加するものでございます。 

 ⑥、開示の請求、第14条、第15条関係でございます。保有特定個人情報についてでござ

いますが、任意代理人、本人の委任による代理人による請求が可能となるように改正する

ものでございます。あわせまして訂正の請求及び利用停止の請求についても準用するもの

でございます。 

 ⑦、保有個人情報の開示義務、第16条でございます。改正前の第18条及び第19条を見直

し、新たに規定するものでございます。 

 ⑧、保有個人情報の一部開示、第17条でございます。改正前の第20条を見直し、保有個

人情報の一部開示として新たに規定するものでございます。 

 ⑨、裁量的開示、第18条でございます。個人の権利利益を保護するために特に必要があ

るときは、当該保有個人情報を開示することができる旨を新たに規定するものでございま

す。 

 ⑩、保有個人情報の存否に関する情報、第18条の２でございます。行政機関個人情報保

護法に準じまして新たに規定する内容でございます。 

 ⑪、開示請求に対する決定、第19条、これにつきましては文言を整理する内容でござい

ます。 

 ⑫、第三者に対する意見書提出機会の付与、第20条でございます。文言の整理並びに意

見書を提出する機会、反対意見書の提出についての規定をうたっているものでございます。 

 ⑬、開示の実施、口頭による開示請求、訂正の請求及び訂正請求に対する決定、第21条、

第22条、第23条、第25条について文言の整理を行ってございます。 

 次に、19ページをごらん願います。⑭、法令等による開示の実施と調整、第22条の２で

ございます。改正前の第42条第１項を見直し、行政機関個人情報保護法に準じ規定するも

のでございます。 

 ⑮、保有個人情報の提供先への通知、第25条の２でございます。保有個人情報の訂正を
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決定した際の提供先への書面による通知について規定するものです。ただし、情報提供等

記録につきましては、情報提供記録を管理する総務大臣及び番号法に規定する情報照会者、

または情報提供者に通知することとするものでございます。 

 ⑯、利用の停止の請求、第26条でございます。保有個人情報の利用停止、または消去及

び情報の提供の禁止をする場合について規定しているものでございます。 

 ⑰、利用停止の請求の手続、第27条でございます。文言を整理したものでございます。 

 ⑱、保有個人情報の利用停止の義務、利用の停止の請求に対する決定等を第28条、第29条

で規定しているものでございます。 

 ⑲、費用の負担、31条でございます。番号法第29条に準じ規定するものでございます。 

 ⑳、適用除外、第42条でございますが、統計法に規定されます個人情報につきましては、

本条例の適用除外とする旨を規定するものでございます。 

 ３、施行日でございます。平成27年10月５日から施行するものでございます。ただし、

情報提供等記録に関する規定につきましては、番号法附則第１条第５号に掲げる規定の施

行の日から施行するものでございます。 

 新旧対照表につきましては、20ページから33ページに記載してございますので、後ほど

ごらん願います。 

 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。 

 ３番、差間議員。 

〇差間議員 個人情報保護条例、読んでも大変わかりにくくて、それで何点かお聞きした

いのですけれども、言葉なのですけれども、説明資料の22ページの実施機関、これはもち

ろん自治体のことになると思います。これは、その自治体にとっても相当大きな責任が発

生してくると私は思います。それで、情報保全措置といったことで、自治体はこの条例、

またはこの制度、マイナンバー制度に関してどのような考えでいるか、それをお聞きした

いと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 個人情報保護の関係、マイナンバーも始まるということで今回いろいろ

改正するわけでございますが、前段でちょっと申し上げましたけれども、個人情報保護の

まず体系でございますが、基本的には国の機関に対する保護、個人情報に関する法律、ま

たそのほかに独立行政法人等に対する法律、そのほかにあるのが通常私らの一般的な個人

情報保護条例というのがございます。その３本から成ってございます。それを受けて今回

条例を改正するわけでございますが、当然国の条例、国の機関における部分につきまして

は、番号法を含めての適用を受けているわけでございますが、町村についてはあくまでそ

れぞれそれらを参考にしながら条例を改正するということでございますので、前段でもち

ょっと説明させていただきましたけれども、国の機関の法律であります行政機関が保有す
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る個人情報保護の法律に基づいて改正をしているという内容でございます。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 国やら社会保険庁とか、そういった機関の問題であるとはいっても、やはり

この制度によって左右されるのは、浦幌町内の事業者も大変大きな影響を受けてくると思

います。万が一過去にありました125万件というちょっと想像もつかないような情報が漏れ

てしまったり、または各事業者の中から情報が漏れてしまう、こういったことは十分考え

られるというのですか、この制度がまだまだ一般国民にとっても、もちろん事業者にとっ

ても相当大きな負担が想像されるということで、この制度に対して自分の組織の中にそう

いった部門を兼ね備えて対処する企業ならいざ知らず、全国にたくさんあります中小企業

にとりましてもこれはとんでもない負担になるようなことが私は想像できると思います。 

 字面でこの条例を指摘して大変申しわけないのですけれども、例えばマスコミとかいろ

いろな機関によって不当に取得された情報を流された場合、これはその企業も自治体も大

きく動揺していくことが想像できると思います。私たちの本来でしたら今まで生命保険、

貯金、または社会保険とかいろいろな情報が各機関によって分散されて保存されていたも

のがこのマイナンバーによって一括して取得されてしまうというようなもし事態が、現在

マイナンバー法が成立する前からこの部分まで、この部分まで広げていくということを政

府はおっしゃっているのです。そういったことで大変な事態が想像されると私は思うので

すけれども、この点についてこの条例がまだちょっと早過ぎるのではないかというふうに

私は思うのです。その点について質問して、町のお考えをお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまの差間議員のご質問についてご説明させていただきたいと思いま

す。 

 まず、大きく申し上げまして、おっしゃっている意味としてはマイナンバーが始まって、

例えば言われていますマイナンバーカードの利用ですとかそういったことに対していろい

ろ関心と不安と心配があるというようなことだというふうに思います。このことにつきま

しては、マイナンバーカード利用ということの中でありまして、当然国民の皆様方がお一

人お一人そのカードを使用されるということでございますけれども、本議案の浦幌町個人

情報保護条例の一部を改正する条例につきましては、マイナンバーを使う話ではなくて、

登録番号、どうしても番号の中にいろいろな情報があるということで、その情報の扱いに

おいては番号について、この17ページにも資料としてございますけれども、ここの概念図

が大きく言って個人情報、いろんな情報があります。この中の取り扱いとしては、個人情

報において番号のない個人情報もありますし、番号に伴っていない情報、いろんな情報が

あります。それら含めて個人情報。その中で番号を付加したものとしてなされているもの

が特定個人情報と。なおかつそれが公文書扱いをされるものが保有特定個人情報という形

のくくりがなされています。今般の中では、この17ページにも定義が第２条において示さ
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れた中にありまして、保有個人情報、特定個人情報、情報提供等記録、保有特定個人情報

と非常に難しい言葉がありまして、４つほどあります。この中でどういったものかという

ことがそれぞれ説明されておりますけれども、あくまで情報の取り扱いについてこの個人

情報保護条例の中で守っていきましょうという形のいわゆる事務的な取り扱いを含めてな

っているものでございます。これは、同じく資料の21ページをごらんおきいただきたいの

でありますけれども、新旧対照表として第８条においては利用及び提供の制限という中に

ありまして、それの第１項の４号には個人以外のものに個人情報を提供することが明らか

に本人の利益になるときということで、通常利用の制限があったものが福祉灯油を含めて

こういったことで制限を広めた中で、本人の利益があるのであれば取り扱いしていいでし

ょうという形になっております。ただ、これが次の22ページになりますと、第９条におい

ては保有特定個人情報の利用の制限ということで、番号が入ったものについての公文書の

扱いもやはり定めていかなければいけないと。今まではなかったものですから、そういう

くくりになっているということだけまず１点ご理解いただきたいなと思います。あくまで

マイナンバー法施行にかかわった個人番号、いわゆる通常でいいます４情報、生年月日、

住所、氏名、それから性別、こういったものが番号の中で識別ができると。そのほかにい

ろいろな情報も入ってきますというふうには言われておりますけれども、この番号が扱う

ことによってそういった情報をきちっと個人情報保護条例の事務の取り扱いの中で守って

いきましょうというものになっておりますので、まず１点はこのことについてご理解いた

だきたいと思います。 

 また、実際に個人番号カードの使用が始まったときにいろんな不正等々を含めて、セキ

ュリティーを含めてご心配があるということだと思いますけれども、このことについては

個人情報保護条例直接ではなくて、マイナンバー法がどのように施行されていくかといっ

た観点の部分として成り立っていくのかなと思ってございますので、この辺についてはご

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 ６番、福原議員。 

〇福原議員 非常に重要な法案だと思っております。今の説明のとおりで、次に来るもの

がマイナンバー法ということで、例えば第10条にオンラインの結合による提供の制限とあ

ります。オンラインの途中で万一情報が漏れた場合の対策というか、そういったものはさ

れているかどうかお伺いするのと、それと10条の２項に浦幌町個人情報保護審査会という

のですか、こういったものが設定されているようになっております。これの内容を説明願

いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 オンラインの話でございますが、これについては国のほうから当然結合

することによってのセキュリティーの関係で指導も来ておりますし、それぞれ情報は漏れ



- 22 - 
 

ないようにということで取り組みをしております。今現在、新聞でもご存じかと思います

けれども、おくれている市町村もあるということも聞いてございます。個人情報を取り扱

う部分と通常の情報を取り扱うパソコン等についても別々にしなさいだとか、そういう指

導を受けながら、個人情報が含まれた情報を別に流さないよということでシステムを改修

しなさいということの指導を受けてございまして、本町においてはその辺の改修は既に終

わってございます。 

 また、先ほどありましたけれども、直接情報をやりとりするのではなくて、一旦中間サ

ーバー、国が管理するのですけれども、国というか、地方自治体がそれぞれ支援をしてい

るわけですが、そういうところを経由するということで、当然国のほうでも言っておりま

すけれども、情報管理をするということでの徹底はされてくるというふうに考えてござい

ます。 

 また、次の個人情報保護の委員会に関する部分ですが、ここ何年間か開催したことはご

ざいませんが、目的外の個人情報なり、もし災害が起きたという場合、今回条例改正する

中では個人の同意を得なくても災害において情報提供できるという場合ですけれども、本

来であればそういう災害で行方不明者があった場合、保護審査委員会でその情報を提供し

てよろしいですかというような審査しながら、その条例なり、いろんな根拠に基づいてい

いかどうか判断をするということで条例の中で審査委員会を設けていると。あくまでも条

例に基づいて、すぐ担当レベルで判断をするのでなくて、場合によってはそういう審査委

員会を開いて、その中で他の法令、またうちの条例に合わせて、それが適当かどうかを判

断する委員会ということでご理解願いたいと思います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 中間サーバーを使いながら、経由して管理をしていくということで、本当に

大変な条例だと思いますので、全ての課にわたっている条例ですよね。各課の担当という

か、セキュリティーに対する国からおりてきているものに対する総務課ではわかっている

けれども、福祉のほうではまだちょっととかということはないのかどうか伺っておきます。 

 それと、委員が５名以内というふうに条例でうたってありました。今何かが起きなけれ

ばその委員会は設置しないという捉え方でよろしいのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 まず、役場内の状況ということでございますが、当然個人情報保護に関

しなくても情報セキュリティーに関しては、情報セキュリティーのポリシーなり、いろん

なものを持っておりまして周知をしてございます。また、システムを使う際に当たっては

研修もしてございます。特に今年年金の問題で流出の関係あったことに関しましても、各

課に周知をさせていただく、管理職会議等でも周知をさせていただいております。今ご指

摘があったように、セキュリティーなり、システムを何ぼ整備してもやっぱり使う側に問

題があればということで、その部分についてはいろいろ職員には周知をさせていただいて
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おります。 

 また、委員会の５名以内ということで、案件がなかったということで今現在委嘱をして

いないというような状況でございます。本来であれば案件がなくてもいつでも開催できる

ような形をとるべきだというふうに思っておりますので、その辺についてはおわび申し上

げます。 

〇田村議長 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問のご説明にかかわりまして補足して説明させていただき

ます。 

 セキュリティーポリシーに関してでございますけれども、このことにつきましては本町

がシステムを導入してからセキュリティーにかかわる対策として、その基準なり、取り扱

い等を進めてきております。また、ご存じのとおり、システムについては日々進化と申し

ますか、いろいろ変わってきております。そういった中でその取り扱いについて、また情

報保護という観点から、そのセキュリティーポリシーについては改正を行ってきておりま

す。また、その改正の都度職員の皆様に周知を図っているといったことの内容となってお

りますので、また今後このことにつきましては、マイナンバーにかかわるそれぞれ事務の

量的な部分、範囲的な部分が広がってきますので、なかなかその部分が複雑化してきてい

るといった部分もありますので、改めてこのことについても徹底をしてまいりたいなと思

っておりますし、また新規の採用職員にありましては、町内部での独自の研修ということ

でセキュリティーポリシーの部分についても説明をしながら進めてきている経過もござい

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 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。 

 差間議員、討論ですね。  

（「はい」の声あり） 

〇田村議長 それでは、反対討論ということで、差間議員のほうから。 

〇差間議員 私は、この条例に関して反対の立場から討論いたします。 

 今回のマイナンバー制度は、日本国内に住民票を持つ赤ちゃんからお年寄りまで全員に

12桁の番号をつけ、国が管理し、税や社会保障の手続などで使用する仕組みです。現在は

年金や税金、住民票などの個人情報は、それぞれの公的機関ごとに管理されていますが、

マイナンバーで各情報を一本に結びつけることが可能になってまいります。今年10月から

の番号通知の後、来年１月からは税金事務、雇用保険などの事務で使用する計画が出てお

ります。また、顔写真入りの個人番号カードを希望者に発行し、身分証明書として使える、

このように便利さを売り込んでおりますが、他人に見せてはならないマイナンバーを持ち

歩くことは個人情報の保護にとってマイナスだ、このような指摘がされております。 
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 今まで日本年金機構から125万件もの情報流出が発覚し、政府の情報管理への不安が強ま

っている中、当初予定した基礎年金番号とマイナンバーの連結は、最長１年５カ月延期さ

れてまいりました。しかし、年金機構以外の公的機関などで万全の対策がつくられている

という状況ではない、このように考えております。 

 10月から5,500万世帯に簡易書留で送る通知カードが施設入所中の高齢者など全国で

200万世帯以上に届かない、このような問題も判明しております。このことに関しては、１

カ月では解消は全く困難です。内閣府の最新の世論調査でもマイナンバーの内容を知らな

い人が半数以上です。情報保護に不安を感じている、このように考えている人もふえてお

ります。国民の支持や理解が広がらない制度を急ぐ必要はなく、延期しても国民に何の不

利益もありません。マイナンバーは実施中止の決断をする、このように国に要求していく

ことこそ大事だと思います。 

 既にこの制度を導入しているアメリカや韓国では、個人情報の大量流出や不正使用が問

題になって、制度の見直し議論が起きております。イギリスではこの制度を実施する前に

廃止したようです。 

 以上申し述べまして、この条例が浦幌町で決定されることは時期尚早である、このこと

を指摘いたしまして、以上討論といたします。議員各位のご協賛をお願いいたしまして、

私の討論といたします。 

 以上です。 

〇田村議長 次に、原案に賛成の方の発言を許します。ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 ないようでしたら、議案第61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 起立多数であります。 

 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１７分  休憩 

午前１１時３１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。 

 



- 25 - 
 

    ◎日程第１５ 議案第６２号 

〇田村議長 日程第15、議案第62号 浦幌町防災会議条例及び浦幌町国民保護協議会条例

の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書34ページをお開き願います。議案第62号 浦幌町防災会議条例及

び浦幌町国民保護協議会条例の一部改正について。 

 浦幌町防災会議条例及び浦幌町国民保護協議会条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 

 平成27年９月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町防災会議条例及び浦幌町国民保護協議会条例の一

部改正を改正する条例。 

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

より説明をさせていただきます。説明資料34ページをお開き願います。浦幌町防災会議条

例及び浦幌町国民保護協議会条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １、改正の趣旨でございます。消防事務組合の改編により東十勝消防事務組合が解散し、

とかち広域消防事務組合が新たに組織されたこと並びに東十勝消防事務組合浦幌消防団か

ら浦幌町消防団に変更することに伴い、浦幌町防災会議及び浦幌町国民保護協議会の構成

員の名称を改めるものでございます。 

 ２、改正の内容でございます。改正前でございます。東十勝消防事務組合浦幌消防署の

職員のうちから町長が任命する者を改正後、とかち広域消防事務組合浦幌消防署の職員の

うちから町長が任命する者に改めるものでございます。浦幌町防災会議条例第３条第５項

第５号、浦幌町国民保護協議会条例第２条第５項第５号について改正するものでございま

す。 

 次に、改正前、東十勝消防事務組合浦幌消防団長を改正後、浦幌町消防団長へ改正する

ものでございます。改正する条例の条文でございますが、浦幌町防災会議条例第３条第５

項第６号、浦幌町国民保護協議会条例第２条第５項第６号について改正するものでござい

ます。 

 ３、施行期日、平成28年４月１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。 
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 これより議案第62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６３号 

〇田村議長 日程第16、議案第63号 浦幌町手数料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。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 議案第63号 浦幌町手数料徴収条例の一部改正について。 

 浦幌町手数料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27年９月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町手数料徴収条例の一部を改正する条例。 

 第１条 浦幌町手数料徴収条例（平成12年浦幌町条例第11号）の一部を次のように改正

する。 

 別表１中37の項を38の項とし、11の項から36の項までを１項ずつ繰り下げ、10の項の次

に次のように加える。 

 11項、個人番号通知カードの再交付（追記欄の余白がなくなったときその他の再交付が

やむを得ないものとして町長が認める場合を除く。）、１枚につき500円。 

 第２条 浦幌町手数料徴収条例の一部を次のように改正する。 

 別表１中10の項及び11の項を次のように改める。 

 10項、個人番号カードの再交付（追記欄の余白がなくなったときその他の再交付がやむ

を得ないものとして町長が認める場合を除く。）、１枚につき800円。 

 11項、個人番号通知カードの再交付（追記欄の余白がなくなったときその他の再交付が

やむを得ないものとして町長が認める場合を除く。）、１枚につき500円。 

 附則、この条例中第１条の規定は平成27年10月５日から、第２条の規定は平成28年１月

１日から施行する。 

 番号法の施行に伴いまして、平成27年10月５日から住民基本台帳に登録されております

全ての国民に対しまして12桁の番号を付した通知カードが郵送で送付され、平成28年１月

１日からは社会保障、税、災害対策の行政手続で番号が利用されることとなっております。

あわせまして本人の希望による申請に基づきまして、個人番号カードが各市町村の窓口を

通じ順次交付される仕組みとなっています。国におきましては、カードの取得を促す観点

から、カードの交付に当たって生じる初回の費用について全て負担することとしておりま

すので、本人の負担はないことになっておりますが、再交付に伴う費用につきましては、
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一定の要件に該当する場合を除き国における費用の負担はなく、費用を徴収するか否かに

つきましては各市町村の判断によることとされています。このたびの改正は、カードの紛

失、焼失、著しい損傷による再交付、自分の意思によってカードを返納した後に再度交付

を受けたいとする場合など、本人の責任による理由から再交付を受ける場合においては手

数料を徴収する規定を設けるものです。あわせて一定の条件を満たす場合には徴収しない

とする例外規定も設けます。 

 さらに、条例に規定されております住民基本台帳カードの交付につきましては、個人番

号カードの交付とともに平成27年12月31日で終了することとされておりますので、この条

項を削除いたします。 

 次に、施行日でありますが、条例第１条は平成27年10月５日、条例第２条は平成28年１

月１日からそれぞれカードの交付が開始される日からとしています。 

 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。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 マイナンバー制度ということで、いよいよ始まるようでございます。それで、

何点かお聞きをしたいと思います。 

 この制度、高齢者、障がい者、寝たきりの方、それから年少者等の扱いをどのようにや

っていくのかということ、家族がいない方もいらっしゃると思います。この辺なんかも説

明を願いたいと思います。 

 それと、現に居住する住民票の住所地以外の地についてということで、申請登録が必要

でございます。これは、総務省のホームページからとった様式なのですが、こういったも

のが親切に町民の方に連絡が行っているのかどうか。今住んでいるところが浦幌町でない

人がいらっしゃるのです。特殊ではないのです、そういう方。それで、ここにも書いてあ

りますが、７月31日に発行されました記載事項の確認ということで町のほうから出ており

まして、変更がある場合には８月21日までにということで書いてあります。現在浦幌町に

いらっしゃらない方が家族の方が浦幌町にいらっしゃる方はいいのですが、どのような方

法で変更届というか、記載事項の確認をするのか具体的にお聞きをしておきたいと思いま

す。 

 それと、９月号の広報に載っておりました。顔写真とともに申請するということです。

浦幌町は、地域的に海から山まで非常に広い地域でございますので、町内のどこで交付を

受けるかということをこれから多分通知するのだろうと思います。その具体的な方法は、

本当に10月１日からいろんなものが個人に来ますので、それをはっきりとわかるようにし

ていただきたいということです。 

 いただいたマイナンバーということでいろいろと書いてあります。この中で、申請する

ときにスマートフォンでもいい、オンラインもオーケー、それから郵便局へ行っても返信

用の封筒に入れてもいいというふうにいろいろな手はずが書いてあります。でも、これに
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全部該当しないというか、この方法でできない方も中にいらっしゃると思うのです。そう

いったときにはどのように対処していくか。 

 それと、４つ目、住基カードのことも書いてありました。住基カードをお持ちの方は返

却が必要ですということです。私も住基カードって果たして持っていたかな、どうだった

かなということで確認をどのような方法でしていったらいいか、これも親切に教えていた

だきたいというふうに、この４点についてお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 ４点についてそれぞれ答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 今回の条例の改正につきましては、手数料の改正ということで提案をさせ

ていただいております。今のご質問につきましては、法が施行されております通称ナンバ

ーカードの取り扱いについてというようなことで、先ほどの条例の内容にもいろいろとま

だまだ不十分な点が国おいてもあるということで、いろんな制限といいますか、セキュリ

ティー、情報の管理という部分においてもまだまだ議論がされているというのが実態であ

ろうと。それと、国民の皆さんがこのナンバー制度についての理解はどうだというお話で

すと、これについてもなかなか理解度が少ないというようなことで、実際におきましては

今ご質問ありますように本当にこういうようなものの取り扱いについて皆さんが理解をし

ているかという部分について行政といたしましてもやはり周知を徹底していかなければい

けないであろうと。法が施行されておりますので、それらのものにつきまして準じた親切

な情報提供というものをさせていただきたいと、このように思ってございます。 

 そういう意味から、８月に既に発行しております広報等でもナンバー制度について周知

してございますし、また今月、10月号になりますけれども、そこにおいてもいろいろとそ

の制度なり、手続なりというようなものについても再度周知をさせていただきたいという

ふうに思ってございます。まだ国においてもそういうような例えばカードの部分につきま

してもカバーをかけて、顔写真等もありますので、そういうようなものも含めて、そうい

う秘密の保護についてもやっていこうということが順次出てきております。そういう観点

から今現在の取り扱いについてしか申し上げられませんけれども、説明をさせていただき

たいと。 

 まず、カードの取り扱いでございますけれども、先ほど通知カードが通知されますとい

うことでお話をさせていただきました。これにつきましては、それぞれ世帯主に対しまし

てそこのご家族の分が簡易書留で通知されるということでございます。今度個人番号のカ

ードが希望される方というふうになりますけれども、ここの部分につきましては本人がそ

こに希望する申請用紙が入ってございますので、そこの申請用紙に写真と必要な書類をつ

けて、実質的に取り扱うところが地方公共団体の情報システム機構というところから送ら

れてまいりますけれども、ここでほとんど事務等が行われます。ここに返送をするという

形になってございます。それを終えてから市町村の窓口で交付をするという交付手続が市

町村の窓口になってくるというようなことでございます。 
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 それから、先ほど住基の、要するにいない人の場合の取り扱いだとか云々ということが

お話しされてございました。住民基本台帳というのは、そこに住んでいる方が浦幌町なら

浦幌町の何町何番地に住んでいるということを基本的に正確に持っていなさい、整備をし

なさいというのが住民基本台帳上言われておりますけれども、なかなか手続等がされてい

ない人もいらっしゃるというようなことで、今回集合住宅も含めまして、アパートである

とか公営住宅であるとかそういう部分も含めまして、その地番は当然１つなのですけれど

も、そこの何号棟の何に住んでいるという特定を国のほうも指導されておりまして、それ

らもあわせて今回させていただいたということでございます。これも簡易書留でさせてい

ただきましたけれども、やはり戻ってきています。今お話がありましたとおり、国として

は全ての人にきちっと届けるようにというような指導になろうと思いますけれども、私ど

もといたしましてもそれらの情報をもとに実際に住んでいるところはどこであるとか、そ

ういうような確認をしながら今後の対応に当たっていきたいなと、このように考えてござ

います。 

 それと、住基カードのことでございますけれども、これは電子の個人認証というような

ことで、現在も住民票に記載されている、証明書にも使われるということであります。有

効期限は大体10年間ということで、格納されている電子証明につきましては３年というこ

とでございますけれども、その電子証明という部分が今度個人カードになされるというこ

とでありますので、重複する住民基本カードにつきましてはその交付を希望される方は返

納していただくという形で、重複しないような形で処理をされるということになってござ

います。ただ、この番号カードが施行されたからといって、その交付を望まない方につい

てはまだ有効期限ございますので、そのまま使っていただきたいということでの国の指導

になっているということで、それらの手続を踏まえて、私どもも情報の管理も含めて、町

民の皆さんにきっといろんな面でわからない点があろうかと思います。私どもも最善いろ

んな情報を集約はしようとしているのですけれども、なかなか細部にわたる情報が来てい

ない状況にもあるということで、知り得たものについて、その手続等についていろんな面

でお知らせをしたり、例えば窓口の中で来られた方についてはそういうようなお話を説明

をしてまいりたいというようなことを考えてございます。 

 全部が全部答えられたかどうかわかりませんけれども、総体的な考え方として今の現状

としてはそのように考えております。 

〇田村議長 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまの福原議員のご質問にかかわって、町民課長が説明させていただ

きましたけれども、内容そのとおりでございますけれども、ただなかなかマイナンバーと

言われてわかりづらいという面もあろうかと思いますので、ふくそうする部分もあります

し、またその中で改めて説明させていただきたいと思います。 

 番号制度についての概要でありますけれども、議案の37ページをごらんおきいただきた

いと思いますけれども、ここに書いてあります第１条、第２条の改正の内容になっていま
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す。そこの四角で囲ってありますとおり、第１条の改正については11項として個人番号通

知カードという名前が入っています。第２条の第10項においては、個人番号カードという

ことで名称が違っています。カード、カードと２つのカードに名前がついていますので、

なかなか混同しやすくて、同じように思いがちなのでありますけれども、個人番号通知カ

ードと個人番号カードと大きく２つのカードがあります。２種類あるということでまずは

ご理解いただきたいと思います。 

 個人番号の通知カードというのは、カードをもって個人の番号を通知、お知らせします

ということであります。あなたの番号は、12桁でこの番号ですということを先ほど町民課

長が説明しましたとおり簡易書留で住基に登録されておられます住民票に基づいて送付を

させていただいているということでございます。その中でご質問があった点について届か

なかった場合どうするのかという意味合いのことと思いますけれども、このことは後に触

れまして、第２条の個人番号カードというのが来年の１月から、個人番号がそれぞれお知

らせが滞りなく終わったという中で個人番号のカードについて利用される方は申請をもっ

て利用してくださいというのが来年の１月から始まるというものであります。ここが初め

てカードというものが使えるカードになるという内容であります。このことで先ほどいろ

んなご質問等の中にありましたそのカードの中に番号が付されておりまして、番号に基づ

いた情報が氏名、生年月日、住所、性別、そのほかの情報もこの番号に基づいて判別でき

るといったものになるものであります。個人番号通知カードの届く、届かないという話の

中では、先ほどもご質問にありましたとおり、住民票に基づいて簡易書留を送るわけであ

りますから、ただ住民票の異動をなさらない方で長期に町外の医療機関にかかって入院さ

れている方等々があろうかと思います。このことについては、簡易書留でございますので、

通知が返ってくると。こちらから送付したものが返ってくるということで、先ほど町民課

長のほうから説明がありましたとおり、その方々に対しては改めて居所の確認をしながら、

番号のお知らせを行っていきたいという説明でございました。そういった形で進めていき

たいというものであります。個人番号については来年１月からということで、このことに

ついての利用については、そのカードをもって先ほどの税の対応、また社会保障の関係、

こういったものを対応するということになっていくだろうというようなことで捉えている

ところでございます。 

 いずれにいたしましても、法が施行されておりますけれども、新聞等で報道されている

内容もございますし、また来年１月からの番号のカードの利用に当たってのその対応につ

いてどのようなご周知を図るのかということについても詳細にわたってはまだ届いており

ませんので、今後の対応の中で本年中の事務処理といったことになろうかと思いますので、

これはるる皆さんにお知らせをする形になろうかなというようなことで現状なっておりま

すので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 福原議員、お尋ねいたします。 

 今個人カードの手数料の問題でやっておりまして、今の番号カード、通知カードの件に
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ついてはそれぞれ振興局で個別に説明を始めている段階でございますので、先ほど副町長

から言われたようにまだこちらのほうまで、末端まで詳細についてはわからないというの

が現実でございますので、その辺をご理解の上、ご質問願います。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 非常に国のほうでも苦慮しながら、いかに個人情報を一元化して、預金から

何から全てということで進行形で、町の対応も大変だと思っております。ですけれども、

我々住民にしてみればここまでするのかという思いのほうが強いものですから、手数料を

払ってまでいろんなことをやらなければならないということで、同僚議員からもいろんな

声が上がりましたけれども、本当に町でも苦慮しているのではないかなというふうに思っ

ております。今議長から言われたとおり、進行形で、国のほうも変わっていくということ

で、私どももどこかでこれは一回聞いておかなければならないなということで、手数料も

そうなのですが、高齢者ですとか障がい者なんかはどんなふうにして町のほうで扱ってい

くのかなということが心配だったものですからお聞きをしてしまいました。これからも何

かの機会があればいろいろと質問はしていきたいと思いますので、わかりました。 

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63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５７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。 
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    ◎日程第１７ 議案第６４号 

〇田村議長 日程第17、議案第64号 浦幌町立学校設置条例の一部改正についてを議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 議案38ページをごらん願います。議案第64号 浦幌町立学校設置条例の

一部改正について。 

 浦幌町立学校設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成27年９月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんください。浦幌町立学校設置条例（昭和39年浦幌町条例第11号）の

一部を次のように改正する。 

 別表第１中浦幌町立厚内小学校の項を削る。 

 附則、この条例は、平成28年４月１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させていただきます。

議案説明資料39ページをごらん願います。浦幌町立学校設置条例の一部を改正する条例説

明資料。 

 １、改正の趣旨でございます。平成28年３月31日をもって閉校となります浦幌町立厚内

小学校について本条例から設置規定を削除するための一部改正を行うものでございます。 

 ２の改正内容ですが、次のページの新旧対照表をごらん願います。右側の改正前の別表

第１の名称と位置から浦幌町立厚内小学校の項を削ります。 

 ３の施行期日につきましては、先ほど説明したとおり、平成28年４月１日からとしてお

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64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６５号 
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〇田村議長 日程第18、議案第65号 工事請負契約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。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書40ページをごらん願います。議案第65号 工事請負契約の締結に

ついて。 

 次のとおり工事請負契約を締結したいので、地方自治法第96条第１項第５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２条の規定により議会の議決

を求める。 

 平成27年９月７日提出、浦幌町長。 

 １、工事名、交付金事業、西６線橋外１橋補修工事。 

 ２、契約の方法、指名競争入札。 

 ３、契約の金額、6,944万4,000円。 

 ４、契約の相手方、サクシン・大浦経常建設共同企業体、代表者、十勝郡浦幌町字住吉

町63番地17、株式会社サクシン代表取締役、上谷内信雄。 

 ５、工期、平成28年３月18日。 

 本契約にかかわります仮契約年月日は、平成27年８月26日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65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６６号 

〇田村議長 日程第19、議案第66号 財産の取得についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 議案第66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
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る。 

 平成27年９月７日提出、浦幌町長。 

 １、取得する財産、トラクター１台。 

 ２、概要、95ＰＳ以上、４輪駆動、キャビンつきフロントローダー装備。 

 ３、取得価格、643万6,800円。 

 ４、契約の方法、指名競争入札。 

 ５、契約の相手方 中川郡幕別町字相川476番地10、株式会社北海道クボタ幕別営業所幕

別営業所長、蔵田諭一。 

 参考といたしまして、仮契約年月日、平成27年８月26日、納期、平成27年12月30日でご

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。 

 これより議案第66号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２０ 議案第６７号 

〇田村議長 日程第20、議案第67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。 

〇大山総務課長 議案書の42ページをごらん願います。議案第67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27年９月７日提出、浦幌町長。 

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

 北海道市町村総合事務組合規約（平成７年３月７日市町村第1973号指令）の一部を次の

ように変更する。 
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 本規約の変更につきましては、条文の朗読を省略させていただき、説明資料により説明

をさせていただきます。説明資料41ページをごらん願います。北海道市町村総合事務組合

規約の変更説明資料。 

 １、変更の理由、構成団体について解散する６団体の脱退と新たに１団体の加入につい

て規約の別表第１の変更となるものでございます。並びに、共同処理する第１項から第７

項までの消防団に係る事務について５団体の脱退と18団体の加入及び共同処理にかかわり

ます第９項の公務災害等に係る事務について６団体の脱退と１団体の加入について同規約

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。 

 ２、変更の内容、①、道央地区環境衛生組合、南渡島青少年指導センター組合が平成26年

度末をもって解散することから、別表１及び別表第２、９項より削除するものでございま

す。 

 ②、東十勝消防事務組合、北十勝消防事務組合、西十勝消防組合、南十勝消防事務組合

が平成27年度末をもって解散するため、別表第１並びに別表第２第１項から７項及び第９

項より削除するものでございます。 

 ③、池北三町行政事務組合について組合は存続されますが、消防団事務は平成28年度よ

り構成町に継承されるため、別表第２第１項から第７項より削除するものでございます。 

 ④、とかち広域消防事務組合でございますが、平成27年５月１日に組合が設立し、同年

６月29日に北海道市町村総合事務組合への加入の議決を経たため、別表第１及び別表第２

第９項に追加するものでございます。 

 ⑤、平成27年度末をもって４組合が解散し、池北三町行政事務組合が消防の事務廃止に

伴います消防団事務を構成町へ継承するため、新たに18団体を別表２第１項から第７項へ

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。それぞれ別表第１から別表第２第１項から第９項まで内

容については参考として記載させてもらっております。 

 ３、施行期日、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。

ただし、別表第１、別表第２の改正規定につきましては、平成28年４月１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67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２１ 議案第６８号 

〇田村議長 日程第21、議案第68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。 

〇大山総務課長 44ページをごらん願います。議案第68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27年９月７日提出、浦幌町長。 

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

更する規約。 

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

の一部を次のように変更する。 

 本規約の変更につきましては、条文の朗読を省略させていただき、説明資料により説明

させていただきます。説明資料43ページをごらん願います。北海道町村議会議員公務災害

補償等組合規約の変更説明資料。 

 １、変更の理由、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約第１条の整備、第１条に

つきましては文言の整備でございます。並びに、道央地区環境衛生組合及び南渡島青少年

指導センター組合が平成27年３月31日解散により脱退、総務大臣の許可の日からとかち広

域消防事務組合が加入し、東十勝消防事務組合、西十勝消防組合、南十勝消防事務組合及

び北十勝消防事務組合が平成28年３月31日解散により脱退することに伴い、規約別表第１

を変更すること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。 

 ２の施行期日、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。ただし、別表第１中の改正規定につきましては平成28年４月１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。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第68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６９号 

〇田村議長 日程第22、議案第69号 北海道市町村職員退職手当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。 

〇大山総務課長 議案46ページをごらん願います。議案第69号 北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更について。 

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

に変更する。 

 平成27年９月７日提出、浦幌町長。 

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

約。 

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

次のように変更する。 

 本規約の変更につきましては、条文の朗読を省略させていただき、説明資料により説明

させていただきます。説明資料44ページをお開き願います。北海道市町村職員退職手当組

合規約の変更説明資料。 

 １、変更の理由及び内容、道央地区環境衛生組合及び南渡島青少年指導センター組合が

平成27年３月31日解散により脱退し、総務大臣の許可の日からとかち広域消防事務組合が

加入し、西十勝消防組合、北十勝消防事務組合、東十勝消防事務組合及び南十勝消防事務

組合が平成28年３月31日解散により脱退することにより、北海道市町村職員退職手当組合

規約別表を変更するとともに、規約を左横書きに改めることについて協議するため本案を

提出するものです。 

 ２、施行期日、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。

ただし、別表の改正規定につきましては平成28年４月１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。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第69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７０号 

〇田村議長 日程第23、議案第70号 平成27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。 

〇大山総務課長 議案第70号 平成27年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成27年度浦幌町の一般会計補正予算（第５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３億8,115万3,000円を追加し、歳入歳

出の総額を歳入歳出それぞれ64億4,047万8,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債） 

 第２条 地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

 平成27年９月７日提出、浦幌町長。 

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

せていただきます。 

 次に、５ページをごらん願います。第２表、地方債補正、変更、起債の目的、過疎対策

事業、消防車両購入事業、補正前限度額680万円、補正後限度額580万円、スクールバス運

転業務委託事業、補正前限度額4,410万円、補正後限度額ゼロ円、これにつきましては過疎

ソフトの適用対象外となったことによるものでございます。過疎対策事業の計で補正前限

度額２億5,040万円、補正後限度額２億530万円。臨時財政対策債、補正前限度額１億8,000万

円、補正後限度額２億140万2,000円。合計で補正前限度額５億510万円、補正後限度額４億

8,140万2,000円。なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、いずれも補正前

と同じでございます。 

 次のページをごらん願います。歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括については説

明を省略させていただきます。 
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 次に、８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45ページ以降

になりますので、よろしくお願いします。２、歳入、８款１項１目地方特例交付金36万

6,000円を追加し、86万6,000円。 

 ９款１項１目地方交付税１億4,198万1,000円を追加し、33億9,698万1,000円。 

 13款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金16万6,000円を追加し、1,532万

3,000円。 

 説明資料につきましては、46ページに記載のとおりでございます。 

 14款道支出金、２項道補助金、４目農林水産業費道補助金220万円を追加し、１億917万

6,000円、説明資料につきましては48、49ページに記載のとおりでございます。 

 ３項委託金、３目農林水産業費委託金49万9,000円を追加し、1,591万3,000円、説明資料

につきましては47ページに記載のとおりでございます。 

 17款繰入金、１項他会計繰入金、１目後期高齢者医療特別会計繰入金85万3,000円を追加

し、85万4,000円。 

 ２目介護保険特別会計繰入金462万4,000円を追加し、462万5,000円。 

 ２項１目基金繰入金564万円を追加し、２億7,521万4,000円。 

 18款１項１目繰越金２億4,852万2,000円を追加し、２億4,952万2,000円。 

 20款１項町債、１目総務債2,140万2,000円を追加し、２億1,500万2,000円。 

 ６目消防債100万円を減額し、580万円。 

 ７目教育債4,410万円を減額し、ゼロ円。 

 次のページをごらん願います。３、歳出です。３、歳出に入る前に人件費の補正につい

て一括して説明をさせていただきます。４月１日付新規採用、４月１日及び６月１日付人

事異動に伴います科目間変更並びに扶養等の支給区分の変更、共済費負担金率の確定に伴

います変更の内容でございます。一般会計、特別会計を合わせまして、２節給料、３節職

員手当等、４節共済費合計で838万5,000円の更正減となるものでございます。各目におき

ます人件費については、説明を省略させていただきます。 

 １款１項１目議会費159万7,000円を減額し、7,952万5,000円、人件費の内容及び説明資

料45ページに記載のとおり、議会町民アンケート調査に係る経費を追加する内容でござい

ます。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費847万7,000円を減額し、２億8,875万

4,000円、内容といたしましては人件費に係る部分、また説明資料45ページに記載のとおり、

庁舎用備品を追加する内容でございます。 

 ２目情報化推進管理費46万8,000円を追加し、１億6,989万4,000円、説明資料45ページ、

46ページに記載のとおり、公有財産固定資産台帳を整備するためのシステムの導入に係る

経費、マイナンバー制度に向けた公的個人認証に係る経費を追加する内容でございます。 

 ５目財産管理費21万6,000円を追加し、1,659万1,000円、説明資料46ページに記載のとお

り、公有地測量に係る経費を追加する内容でございます。 



- 40 - 
 

 ６目財政調整等基金費４億894万9,000円を追加し、５億3,244万9,000円、積立金の追加

でございます。 

 ７目企画費420万円を追加し、6,554万4,000円、説明資料63ページに記載してございます

が、政策等調書でございます。新規事業といたしまして、民間賃貸住宅の建設に補助し、

建設の促進と移住、定住を図るための補助金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599万1,000円を追加し、2,918万3,000円は、人件費の内容

でございます。 

 ３項１目戸籍住民登録費53万7,000円を減額し、1,930万円、人件費並びに説明資料46ペ

ージに記載のとおり、個人番号カード事務費の追加の内容でございます。 

 次のページをごらん願います。４項選挙費、１目選挙管理委員会費13万8,000円を減額し、

1,105万2,000円、人件費の内容でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費841万5,000円を減額し、３億3,435万

2,000円は、人件費並びに繰出金の内容でございます。 

 ７目後期高齢者医療費414万円を追加し、１億1,440万9,000円、繰出金を追加する内容で

ございます。 

 ２項児童福祉費、３目認可保育園運営費393万7,000円を追加し、8,107万7,000円、６目

子ども発達支援センター運営費15万2,000円を減額し、1,851万3,000円、８目子育て支援セ

ンター費76万7,000円を減額し、1,644万円、これらにつきましては人件費の内容でござい

ます。 

 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費772万3,000円を追加し、１億8,074万9,000円は、

繰出金の内容でございます。 

 ３目老人ホーム費80万7,000円を減額し、１億8,753万5,000円は、人件費の内容でござい

ます。 

 次のページをごらん願います。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費1,048万

5,000円を減額し、２億1,246万9,000円、内容といたしましては人件費に係る分と繰出金の

内容でございます。 

 ５目医療対策費1,163万5,000円を減額し、8,261万2,000円、繰出金に係る減額内容でご

ざいます。 

 ５款労働費、１項１目労働諸費144万円を追加し、506万3,000円、説明資料47ページに記

載のとおり、補助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59万円を追加し、3,623万6,000円、

人件費並びに説明資料47ページに記載のとおり、農業者年金業務委託金の確定に伴います

事務費を追加する内容でございます。 

 ２目農業総務費650万3,000円を減額し、4,134万7,000円は、人件費の内容でございます。 

 ７目飲料営農用水対策費40万円を追加し、41万9,000円、説明資料47、48ページに記載の

とおり、営農用水施設に係る補助金を追加する内容でございます。 
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 ２項林業費、１目林業総務費50万円を追加し、1,831万7,000円、説明資料48ページに記

載のとおり、有害鳥獣駆除に係る経費を追加する内容でございます。 

 ２目林業振興費227万2,000円を追加し、2,158万6,000円、説明資料48、49ページに記載

のとおり、各種事業の補助金の追加、減額を行う内容でございます。 

 次のページをごらん願います。３項水産業費、２目水産業振興費14万2,000円を追加し、

1,890万5,000円、説明資料49ページ、50ページに記載のとおり、負担金を追加する内容で

ございます。 

 ７款１項商工費、１目商工振興費76万6,000円を追加し、１億5,676万5,000円は、人件費

の内容でございます。 

 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費867万9,000円を減額し、2,258万3,000円

は、人件費の内容でございます。 

 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費31万9,000円を減額し、4,770万円は、人件費の内

容でございます。 

 ４項都市計画費、２目公共下水道費380万6,000円を減額し、２億1,509万9,000円、内容

といたしましては繰出金に係る内容でございます。 

 ９款１項消防費、１目常備消防費25万7,000円を追加し、１億7,809万2,000円、３目消防

施設費26万9,000円を減額し、908万2,000円、説明資料につきましては50ページに記載して

ございます。また、内容についても参考としてつけさせていただいております。また、21ペ

ージ以降につきましては、参考といたしまして東十勝消防事務組合の一般会計予算浦幌町

分について記載してございますので、後ほどごらん願いたいと思います。 

 ４目災害対策費131万円を追加し、1,403万7,000円、説明資料51ページに記載のとおり、

消防の広域化に伴います準備経費の負担金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232万3,000円を減額し、5,766万1,000円は、

人件費に係る内容でございます。 

 次のページをごらん願います。２項小学校費、１目学校管理費150万円を追加し、8,445万

6,000円、説明資料51、52ページに記載のとおり、厚内小学校閉校による各種協賛会事業に

かかわります補助金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265万7,000円を減額し、5,929万7,000円は、人件費並

びに説明資料52ページに記載のとおり、旅費を追加する内容でございます。 

 ５項社会教育費、１目社会教育総務費12万6,000円を減額し、3,627万円は、人件費の内

容でございます。 

 ６項保健体育費、１目社会体育総務費398万6,000円を追加し、1,257万5,000円は、人件

費の内容でございます。 

 ３目給食センター管理費104万2,000円を追加し、8,566万3,000円は、人件費並びに説明

資料53ページに記載のとおり、給食センター換気設備の修繕料を追加する内容でございま

す。 
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 12款１項公債費、１目元金96万2,000円を追加し、６億4,112万5,000円、２目利子214万

2,000円を減額し、9,630万6,000円、説明資料53ページに記載のとおり、利率の変更に伴い

ます元金の追加、利子の減額する内容でございます。 

 13款諸支出金、１項１目過年度支出金16万6,000円を追加し、18万6,000円、説明資料53ペ

ージに記載のとおり、償還金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ので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 午前中にもお聞きしましたが、個別行政情報システムの構築ということで今

回予算が追加されております。それで、公的個人認証の署名用証明書に暗証番号の入力が

必要なことからタッチパネルの装置の購入、それに伴う保守委託料ということで14万

4,000円が追加されております。このことについては、１カ所で暗証番号の入力をするのか、

それとも住民の行きやすいというか、行政に行くことができる支所あたりにも置くのかど

うか、その辺についてもお考えがあればお聞きしたいと思います。 

 それと、戸籍住民登録費のところでも個人番号カード事務費補助についてということで

予算がついております。それで、これについても住民課だけでやっていくのか、それとも

総務課も含めてとか各課の窓口できる場所でいろんなものが町民にわかりやすい状態で実

施できるのかどうかお聞きしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 まず、認証カードの関係に伴います説明資料によるとタッチパネルの装置

の購入並びにそれの保守料ということで、保守料につきましては10月から６カ月分という

ふうに見てございます。タッチパネルにつきましては、今のところ本所のみというような

ことで１台分の計上でございます。 

 この認証の関係につきましては、今現在の住基カードも一緒でございますけれども、カ

ードの交付が市町村の窓口ということになってございます。これにつきましては、それぞ

れ申請をされた方に通知を申し上げながら、そのカードをとりに来ていただくという方法

になりますので、そのときにこの個人認証の暗証番号をそこで記録をしていただくという

ことになります。このカードの要するにＩＣカードの使い方という部分については、国で

いろいろ銀行のカードみたいなものの利用だとかいろんなことも考えているようでござい

ますけれども、当然その交付に当たりましては暗証番号が必要になるということでござい

まして、この部分を更新しながら対応してまいりたいというふうに思ってございます。 

 現在の住基カードもそうだったのですけれども、本所のみということで、本人の希望に

よるということでございましたので、どのぐらいの件数が出るかわからないという部分も

ありまして、住基カードのタッチパネルにつきましては本所１台ということになってござ

います。ただ、今回のこの個人番号カードにつきましては、いろんな利用方法がまた考え
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られておりますので、どのぐらいの利用者の方が出るわからないという状態にもなってご

ざいます。ただ、今考えていますのは、今後そのような状態ができることが想定されると

いうふうに考えた場合に、支所にも置きながらやっぱり利便性を図る必要はあるなという

ふうには思っているのですけれども、今の段階でシステムの問題もございまして、回線の

問題等もございまして、それと利用状況の問題もあわせて今回はとりあえず本所のみに設

置させていただいて、今後そのような状況もシステムも含めて支所にも設置をしていけれ

ばというふうには考えてございます。 

 それと、もう一点の事務費の追加でございますけれども、これにつきましてはあくまで

も住民課窓口の交付事務とかそういうものに関しての追加措置がされたということでござ

いまして、他の関連する関係課の部分に伴う経費を見ているということではございません

ので、あくまでも私ども町民課の窓口で使う経費ということで今回新たに国のほうで措置

されたものですから追加をさせていただいたと、このような内容でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 説明をいただきました。今の説明によりますと、必要のない人は、カードと

いうのですか、マイナンバーをとりに行かなくてもいいような感じで聞いていたのですけ

れども、実際はそのような処置でいいのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 午前中にもいろんな説明等も副町長からもしております。個人番号という

のは、それぞれに通知されるということで全ての人が持つわけでございます。個人番号カ

ードというのは、あくまでも本人が申請して、欲しいと、私はいろんな電子のそういうよ

うな利用もして、今後の利用に当たって欲しいという希望の方だけが交付されるというこ

とですから、希望されない方についてはその通知カード、番号のカードのみを保有すると

いうことになります。その希望された方についていろんな処理をしながら、当然カードも

町村にはございませんので、その事務を取り扱っているところから交付を受けながら、窓

口でもって交付をするということになります。その時点で認証の暗証番号等を記載してい

ただくためにこのタッチパネルを必要とするということでございます。ですから、希望さ

れない方につきましては、あくまでも通知されたカードという部分、カードといいますか、

はがきみたいなものというふうに何か言っておりますけれども、それがあるということで、

希望されない方はそれだけを保有するという形になります。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 それでは、希望をする人のみカードを配付ということで了解してよろしいの

ですね。例えば３月に確定申告なんかありますよね。その前に番号が来ているということ

でしょうから、その確定申告のときにはネットでもオーケーというようなことでございま

したので、カードは使わなくてもいいということですよね。それで、必要ない方は、そし

たらそんなにまでしていろいろと調査しながら、全町民に対していろんな手間暇をかけな
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がら番号を配付しながらやっていくということで、利用価値というのは余りないような気

がするのですけれども、全員がカードを持って、全員が使うのかなというふうに今まで思

っていたものですから、そのカード要らないのであれば下手に持っていて落としたりなん

かして漏えいに結びつくことも考えられますので、要らないのであればとらなくてもいい

という解釈でよろしいのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 今のお話でしたら、カードがなければというのではなくて、今回のこの制

度につきましてはあくまでも皆さん一人一人が１番なら１番という番号を持つということ

です。それが通知されるということです。それ以上の分野でもって必要とする方について

は、今言いましたようにそのほかの情報も備えて保有できるカードを申請して、ご自由に

とってくださいということのお話です。ですから、今後利用される１月１日以降、要する

に税の関係とか開始されますけれども、それはあくまでもその番号を介していろんな情報

を行政的な手続であるとかそういうものを、手続関係でいえばそういうようなものを番号

を利用して、いろんな書類を取り寄せなければいけなかったものをそれぞれその番号でそ

の個人を特定しながら、いろんな情報を精査しながら手続を行っていくということですの

で、要らないのでなくて、あくまでも番号はそれぞれが必要になるものです。カードにつ

きましては、それぞれの利用形態がございますので、それが必要になるかという部分につ

いてはそれぞれの判断を仰いでいるということでございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第70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７１号 

〇田村議長 日程第24、議案第71号 平成27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。 
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〇泉町民課長 22ページをお開き願います。あわせまして説明資料は54ページから56ペー

ジをごらん願います。議案第71号 平成27年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算。 

 平成27年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,633万3,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ９億8,654万5,000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27年９月７日提出、浦幌町長。 

 次の23ページ、24ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに25ページ、歳入歳出補正予

算事項別明細書、１、総括は省略をさせていただきます。 

 26ページをごらん願います。２、歳入、３款１項１目療養給付費等交付金838万3,000円

を減額し、1,811万8,000円。 

 ４款１項１目前期高齢者交付金４万2,000円を減額し、１億3,638万5,000円。 

 ８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金885万5,000円を減額し、9,497万

9,000円。 

 ９款１項１目繰越金5,361万3,000円を追加し、5,861万3,000円、いずれも事業費の確定

によるものです。 

 27ページをごらん願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費

１万3,000円を追加し、2,845万6,000円、人件費及びネットワークシステム負担金確定によ

る追加です。 

 ３項１目運営協議会費3,000円を追加し、14万4,000円、任期満了に伴います委員の改選

に伴い、新たに費用弁償の追加が必要となったことから追加するものです。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費2,258万5,000円を追加し、

４億6,058万5,000円、療養給付費の増加が見込まれることから追加するものです。 

 ３款１項１目後期高齢者支援金17万4,000円を追加し、9,584万7,000円。 

 28ページをごらん願います。４款１項１目前期高齢者納付金２万3,000円を追加し、５万

9,000円。 

 ６款１項１目介護納付金10万5,000円を減額し、4,252万1,000円、いずれも納付金の額の

確定によるものです。 

 ９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税還付金97万5,000円

を追加し、179万5,000円、資格喪失による還付金の追加でございます。 

 ３目償還金1,266万5,000円を追加し、1,316万5,000円、償還金の内容でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第71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７２号 

〇田村議長 日程第25、議案第72号 平成27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。 

〇泉町民課長 29ページをお開き願います。あわせまして説明資料は57ページをごらん願

います。議案第72号 平成27年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算。 

 平成27年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ527万1,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ8,491万1,000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27年９月７日提出、浦幌町長。 

 次の30ページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに31ページ、歳入歳出補正予算事項別明

細書、１、総括は省略をさせていただきます。 

 32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414万円を追加し、3,890万3,000円。 

 ３款１項１目繰越金113万1,000円を追加し、113万2,000円、いずれも額の確定によるも

のです。 

 33ページをごらん願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費

414万円を追加し、1,003万3,000円、人件費及び後期高齢者医療システムによる予算組みか

えです。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金27万8,000円を追加し、7,330万6,000円、納
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付金の額の確定によるものです。 

 ３款諸支出金、２項繰出金、１目他会計繰出金85万3,000円を追加し、85万4,000円、精

算によるものです。 

 以上で議案の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。 

（「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72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７３号 

〇田村議長 日程第26、議案第73号 平成27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 34ページをお開き願います。あわせまして説明資料は58ページから59ペー

ジをごらん願います。議案第73号 平成27年度浦幌町介護保険特別会計補正予算。 

 平成27年度浦幌町の介護保険特別会計補正予算（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2,875万8,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ７億299万2,000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27年９月７日提出、浦幌町長。 

 次の35ページ、36ページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに37ページ、歳入歳出補正予

算事項別明細書、１、総括は省略をさせていただきます。 

 38ページをごらん願います。２、歳入、４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付

金56万1,000円を追加し、１億7,106万8,000円。 

 ２目地域支援事業交付金66万1,000円を追加し、262万7,000円、いずれも額の確定による

ものでございます。 
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 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金772万3,000円を追加し、１億3,372万

3,000円、人件費及び額の確定による事務費繰入金の追加です。 

 ７款１項１目繰越金1,981万3,000円を追加し、1,984万3,000円、額の確定による前年度

繰越金の追加です。 

 39ページをごらん願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費

813万4,000円を追加し、2,216万7,000円、人件費の追加によるものです。 

 ４項１目介護保険運営協議会費３万5,000円を追加し、５万7,000円、委員会の開催の追

加及び任期満了に伴います委員の改選に伴いまして、新たに費用弁償の追加が必要となっ

たことから追加をするものでございます。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス等給付費55万8,000円

を減額し、１億7,934万3,000円。 

 ５目福祉用具購入費55万8,000円を追加し、95万円、必要経費を予算組みかえするもので

ございます。 

 40ページをごらん願います。４款１項地域支援事業費、３目包括的支援事業費44万

6,000円を減額し、2,312万7,000円、人件費の減額によるものでございます。 

 ５款１項基金積立金、１目介護給付費準備基金等積立金1,230万円を追加し、1,882万

3,000円、精算による基金積立金の追加です。 

 ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金411万1,000円を追加し、411万

2,000円、前年度精算による補助金等の返還金です。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金462万4,000円を追加し、462万5,000円、精算による一般

会計繰出金の返還金です。 

 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。 

（「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73号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２７ 議案第７４号 

〇田村議長 日程第27、議案第74号 平成27年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算
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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 41ページをごらん願います。あわせまして説明資料60ページをごら

ん願います。議案第74号 平成27年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算。 

 平成27年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ22万8,000円を減額し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ２億7,738万7,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成27年９月７日提出、浦幌町長。 

 42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。今回の補正予算の主な内容につきましては、歳入は繰越金

確定による補正、歳出は人事異動に伴う人件費の補正並びに看護師産休に伴う代替看護師

の賃金の追加補正の内容でございます。 

 ２、歳入、１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金1,163万5,000円を減額

し、6,591万5,000円、１節一般会計繰入金1,163万5,000円の更正減、一般会計からの繰入

金の減額でございます。 

 ２款１項１目繰越金1,140万7,000円を追加し、1,190万7,000円、１節前年度繰越金

1,140万7,000円の追加、前年度繰越金の確定に伴うものでございます。 

 次のページをごらん願います。３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費１万円

を追加し、4,833万9,000円、人件費の増減でございます。 

 ２目医業費23万8,000円を減額し、２億2,866万7,000円、人件費の更正減と７節賃金、代

替看護師賃金の追加の内容でございます。 

 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74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２８ 議案第７５号 

〇田村議長 日程第28、議案第75号 平成27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 46ページをごらんいただきたいと思います。あわせて説明資料61ページ

をお開き願います。議案第75号 平成27年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算。 

 平成27年度浦幌町の公共下水道特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ120万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ３億3,212万4,000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27年９月７日提出、浦幌町長。 

 次のページ、47ページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに48ページ、歳入歳出補正予算

事項別明細書、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、前年度繰越金の確定と下水道マンホール修繕料及び住

宅新築に伴う公共汚水桝新設に係る工事請負費の追加補正をするものでございます。 

 49ページをごらんください。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380万6,000円を減額し、２億1,509万9,000円、一般会計からの繰入金の更正減でご

ざいます。 

 ６款１項１目繰越金500万6,000円を追加し、550万6,000円、前年度繰越金の確定に伴う

追加でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、２項施設管理費、１目管渠管理費100万円を追加し、896万1,000円、

11節需用費100万円の追加につきましては、説明資料に記載のとおり、凍上により突出しま

した下水道マンホールの切り下げ修繕に要する修繕料でございます。 

 ２款事業費、１項１目下水道建設費20万円を追加し、6,296万円、15節工事請負費20万円

の追加につきましては、説明資料に記載のとおり、住宅新築に伴います公共汚水桝新設に

係る追加でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ７番、杉江議員。 
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〇杉江議員 ただいまの説明の中で、下水道マンホールの切り下げという点がありました

が、これは冬に向けて除雪機の作業に支障があるほどの車道の話なのか、また歩道にも突

出したものが見られますけれども、歩道でのマンホールの補修をするということなのか。

それと、どの地域、どのぐらいの箇所でやるのかなということでお尋ねをしたいと思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 今回補正をさせていただくマンホールの修繕につきましては、浦幌町内市街地におきま

す車道部におけるマンホール修繕３カ所を予定しております。当初予算におきましても修

繕料は計上しておりまして、その中でもう既に３カ所は修理済みでございますけれども、

今後冬期に向けて道路パトロールをしましたところ、最低限あと３カ所は切り下げを行わ

なければ危険だというマンホールが発生しましたので、その分についての修繕となってお

ります。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 今私聞くところの説明でちょっとお話ししましたけれども、実は歩道でも排

水管が突出したところございます。わかりやすいところはこの役場前の通り、実は夏の間

に私も小学生が自転車に乗っていて、突出した排水管にぶつかって転倒したのを目の前で

見まして、そういう現実もありますから、ご承知だと思うのです。目につくところにずっ

とあります。それから、ほかの地域はあるかどうか私確認しておりませんけれども、その

辺のことも確認をして、今後来年度に向けて対応できるようなことになったらいいなと思

っていますが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 今回補正をさせていただきましたのは、下水道施設としてのマンホール

という形で修繕をさせていただきました。今杉江議員がおっしゃられた歩道上の桝という

ものは、町道に係る排水系統の桝だと思われます。そちらにつきましては、道路維持費の

中でやるべき内容でございまして、その部分につきまして手が回っていないところがある

のも実情でございます。その辺のところも今後改めて調査をしながら、適時対応できると

ころはしてまいりたいと考えておりますので、どうぞご理解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） 
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〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第75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２９ 議案第７６号 

〇田村議長 日程第29、議案第76号 平成27年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 議案書50ページをごらん願います。あわせまして説明資料62ページをお

開きいただきたいと思います。議案第76号 平成27年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算。 

 平成27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556万8,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ３億4,769万6,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成27年９月７日提出、浦幌町長。 

 次のページ、51ページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに52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たいと思います。 

 このたびの補正につきましては、前年度繰越金の確定及び浄水場施設等の修繕料などに

係る追加補正をするものでございます。 

 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858万1,000円を減額し、

１億4,423万1,000円、一般会計からの繰入金の更正減でございます。 

 ４款１項１目繰越金1,414万9,000円を追加し、1,464万9,000円、前年度繰越金の確定に

伴う追加でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費６万8,000円を追加し、3,296万

8,000円、人件費にかかわる内容でございます。 

 ２目施設管理費550万円を追加し、7,433万3,000円、11節需用費50万円、16節原材料費50万

円の追加につきましては、説明資料に記載のとおり、吉野配水池及び川上浄水場などの施

設修繕に要する修繕料並びに漏水、断水事故への早期復旧対応に係ります資材購入に係る

原材料費の追加でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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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76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３０ 同意第８号 

〇田村議長 日程第30、同意第８号 浦幌町教育委員会の委員の任命につき同意を求める

ことについてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 同意第８号 浦幌町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについ

て。 

浦幌町教育委員会委員玉置美佳は、平成27年９月30日をもって任期満了となるので、浦

幌町教育委員会委員に次の者を任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第４条第２項の規定により議会の同意を求める。 

 平成27年９月７日提出、浦幌町長。 

 記、住所、氏名、生年月日については記載のとおりであります。任期につきましては、

平成27年10月１日から平成31年９月30日までであります。 

 再任について同意を求めることでありますので、議員各位の同意をよろしくお願い申し

上げまして、提案とさせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、これより質疑、討論を省略し、同意第８号を採決

いたします。 

本件はこれに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、同意第８号は同意することに決定をいたしました。 

 

    ◎休会の議決 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 
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 お諮りをいたします。あすから９月10日までの３日間、議事の都合により休会とし、９

月11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９月10日までの３日間、議事の都合により休会とし、９月11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 ２時１８分 


