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平成２９年第３回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

平成２９年９月４日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 ２時００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 常任委員会報告 

 日程第 ６ 行政報告（町長） 

 日程第 ７ 報告第 ７号 健全化判断比率の報告について 

 日程第 ８ 報告第 ８号 資金不足比率の報告について 

 日程第 ９ 承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２９年度浦幌町一般会計補正予算） 

 日程第１０ 承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２９年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算） 

 日程第１１ 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２９年度浦幌町一般会計補正予算） 

 日程第１２ 承認第 ６号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２９年度浦幌町一般会計補正予算） 

 日程第１３ 承認第 ７号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２９年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算） 

 日程第１４ 承認第 ８号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２９年度浦幌町一般会計補正予算） 

 日程第１５ 議案第６０号 浦幌町個人番号の利用に関する条例の一部改正について 

 日程第１６ 議案第６１号 浦幌町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 日程第１７ 議案第６２号 浦幌町新産業創造等事業の助成に関する条例の一部改正に 

              ついて 

 日程第１８ 議案第６３号 浦幌町営住宅条例の一部改正について 

 日程第１９ 議案第６４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２０ 議案第６５号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

 日程第２１ 議案第６６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 
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 日程第２２ 議案第６７号 平成２９年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第２３ 議案第６８号 平成２９年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算 

 日程第２４ 議案第６９号 平成２９年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 日程第２５ 議案第７０号 平成２９年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第２６ 議案第７１号 平成２９年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算 

 日程第２７ 議案第７２号 平成２９年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算 

 日程第２８ 議案第７３号 平成２９年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算 

 日程第２９ 議案第７４号 平成２９年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 日程第３０ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ 

              て 

 

〇出席議員（１０名） 

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

    ４番  安  藤  忠  司     ５番  二  瓶     隆 

    ６番  福  原  仁  子     ７番  杉  江     博 

    ８番  河  内  富  喜     ９番  阿  部     優 

   １０番  森     秀  幸    １１番  田  村  寛  邦 

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇出席説明員 

    特 別 職 

     町    長   水  澤  一  廣 

     副  町  長   鈴  木  宏  昌 

 

    町 部 局 

     総 務 課 長   獅 子 原  将  文 

     ま ち づ く り 政 策 課 長   山  本  輝  男 

          町 民 課 長      山  本  浩  宣 

     保健福祉課長   熊  谷  晴  裕 

          産 業 課 長      岡  崎  史  彦 

     施 設 課 長   小  川  博  也 

     上浦幌支所長   小  島  師  紀 

     会 計 管 理 者   大  山  則  幸 

          診療所事務長      菅  原     敏 
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    教育委員会 

          教  育  長      久  門  好  行 

     教 育 次 長   鈴  木     広 

 

    農業委員会 

     会    長   小  川  博  幸 

          事 務 局 長      佐  藤  勇  人 

 

    監 査 委 員 

     代表監査委員   神  谷  敏  昭 

 

〇出席議会事務局職員 

     局    長   新  川  寿  雄 

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

    ◎開会の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は10名です。 

 定足数に達しておりますので、本日をもって招集されました平成29年第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。 

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

いたします。 

 

    ◎議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 河内委員長。 

〇河内議会運営委員長 議会運営委員長報告をいたします。 

 平成29年第３回浦幌町議会定例会の運営について、８月28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る議案について理事者より説明を受け、日程及び運営

について協議をいたしましたので、報告をいたします。 

 本定例会には、諸般の報告、常任委員会報告、行政報告に続き、報告２件、承認６件、

一般議案７件、平成29年度一般会計及び特別会計補正予算８件、決算認定は平成28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、諮問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、８日を予定いたしてお

り、通告期限は４日、本日午後５時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13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、常任委員会報告、行政報告に続き、報告第７号から第８号

までの２件、承認第３号から第８号までの６件、一般議案第60号から第66号までの７件、

補正予算につきましては第67号から第74号までの８件、諮問第１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。 
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 今期会議録の署名議員は、会議規則第125条の規定により、10番、森秀幸議員、２番、澤

口敏晴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13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13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 諸般の報告をいたします。 

 今期議会の説明員につきましては、平成29年８月21日付で町長並びに教育委員会教育長、

農業委員会会長、代表監査委員に出席の要求をいたしております。 

 次に、平成29年６月19日から平成29年９月３日までの議長等の動静及び議員の派遣結果

報告につきましては、お手元に配付のとおりでありますので、ごらんおきを願います。 

 なお、監査委員から提出のあった平成28年度５月分及び平成29年度５月分から平成29年

度７月分の例月出納検査報告書、平成29年度定例監査報告につきましては、事前に配付し

ておりますので、ご了承願います。 

 次に、平成29年６月19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、教職員の超勤解消と「30人以下学級」の実現、「子

どもの貧困」解消など教育予算確保・拡充と就学保障に向けた意見書及び地方財政の充実・

強化を求める意見書並びに平成29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、同日付で衆議院議長、内閣総理大臣、各関係大臣並びに北海道労働局局長ほか関係行

政庁に提出をしております。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

〇田村議長 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第５ 常任委員会報告 

〇田村議長 日程第５、常任委員会報告を許します。 

 総務文教厚生常任委員会、阿部委員長。 

〇阿部総務文教厚生常任委員長 常任委員会報告をさせていただきます。 

 本常任委員会は、総務文教厚生常任委員会と産業建設常任委員会合同による調査を行い

ました。両委員会の代表委員長であります総務文教常任委員会委員長の私から常任委員会
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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、安全、安心なまちづくりを目指す防災体制。 

 ２、調査実施期日につきましては、平成29年４月26日より合同委員会協議会、勉強会等

を５回、各委員会協議会、勉強会等を２回行い、平成29年７月24日及び８月10日に調査を

実施いたしました。 

 ３、調査の経過と結果、今回の調査は平成25年３月に制定された浦幌町地域防災計画を

柱に地域防災計画（本編）、地域防災計画（資料編）、津波避難計画、防災ハザードマップ

を活用し、総務文教厚生常任委員会、産業建設常任委員会との合同委員会として行いまし

た。 

 平成23年３月11日に発生した東日本大震災により、防災体制のあり方や防災計画の見直

しがされ、さらに昨年の台風による河川の氾濫など災害に対する備えが喫緊の課題となっ

ています。議会は、これまで平成25年５月に総務文教厚生常任委員会の所管事務調査で地

域防災計画について、整備された避難場所、避難階段、行政無線の設置箇所を合同委員会

で現地調査を実施、平成27年10月に総務文教厚生常任委員会の所管事務調査で広尾町を訪

問し、自主防災組織と防災体制の行政視察を行った。また、平成28年５月には合同常任委

員会の行政視察として宮城県石巻市を訪問し、東日本大震災における被害状況、現状、復

興への取り組みについて調査を行ってきました。 

 これまで実施してきた調査結果を踏まえ、今後の浦幌町の防災体制に参考にできないか

協議を進めてきたところでありますが、平成29年の委員会活動として、合同による常任委

員会の活動として所管事務調査を行うことを決定し、今年４月から合同委員会協議会を開

催し、地域防災計画の研さん、課題、問題点の抽出、行政視察で得た情報の比較検討を行

ってきた。 

 主な質疑及び現状については全文の朗読を省略し、項目ごとに要旨のみを報告させてい

ただきます。２ページの計画の修正であります。平成25年３月に制定し、平成27年１月に

災害対策法並びに水防法及び河川法の改正に伴う地域防災計画の修正がされて以降、変更

はされていない。 

 次の防災訓練計画については、記載のとおりですが、町、道及び防災関係機関は自主防

災組織や地域住民と連携した訓練となっている。実績としては、厚内行政区住民と大津漁

業協同組合が共催し、毎年避難訓練を実施しています。 

 ３ページをごらんください。防災知識の普及計画であります。防災知識の普及について

は、町広報紙を中心に適宜実施。携行品の展示については毎年浦幌あいフェスティで実施

していますが、今後においても浦幌町女性団体連絡協議会の協力を得て継続していく。 

 ４ページから５ページに記載の避難行動要支援者対策計画であります。町は、防災担当

課と関係部署の連携のもと、消防団、自主防災組織等の防災関係及び社会福祉協議会や介
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護保険制度関係者などと協力して、各事業所の居宅サービスなど訪問通所介護等の事業者

に対し、要支援者の安否確認や避難行動時の福祉車両の支援、重度者の受け入れ及び情報

提供、連絡調整の協力をいただいています。民生委員については、平常時の避難行動支援

者名簿等の情報提供と連絡調整を行っています。乳幼児対策については、園経営計画及び

保育指導計画により定期的に訓練を実施しています。援助活動として、在宅での生活が可

能とされた場合は、関係機関と連携し、生活実態や健康状態などを確認し、配布場所の提

供や物資を届けるなどの援助活動を行う。 

 自主防災組織等の育成等に関する計画については、記載のとおりでありますが、現在自

主防災組織については十勝太自主防災組織と美園行政区自主防災組織安心安全委員会の２

組織があるが、地域防災連絡協議会の設置はなく、組織化が進んでいません。防災活動に

対する支援及び防災資機材の整備については、笑顔輝く地域づくり支援事業により行って

おり、他の支援制度を設ける考えはありません。 

 ６ページをごらんください。災害発生時の職員初動態勢についてであります。災害発生

直前及び災害発生直後における職員の迅速、的確な初動災害対策活動を推進するために災

害時職員初動マニュアルを策定し、図上訓練を実施、随時マニュアルを見直すとともに、

職員の意識高揚に努める。初動マニュアルに基づく訓練は実施していないが、毎年４月の

管理職会議で周知徹底を図るとともに、新規採用職員については入庁後すぐ防災初動マニ

ュアルの確認を行っております。 

 災害時応援体制の整備については、平常時から民間機関との協力、連携体制のあり方を

検討し、特に運輸業、建設業など災害時における協力、連携の重要性が想定される事業団

体等との間において、緊急輸送、食料、飲料水、生活必需品等の確保に関する応援協定を

締結し、災害時の活動に備えた情報交換に努める。 

 ６ページから８ページ、地震（津波）災害予防計画であります。町職員に対する防災知

識の普及、啓発については、記載のとおりであります。住民に対する防災知識の普及、啓

発については、町は防災機関と協力して住民等に対し、地震、津波に関する防災知識の普

及、啓発に関しては町広報紙等で行っているが、十分に実施されている状況ではないため、

今後も継続実施していく。児童生徒に対する防災地域の普及、啓発については、北海道教

育委員会作成の「学んＤＥ防災」を配布するとともに、地震発生を想定した避難訓練を実

施、また消防署職員による講評や学習体験、防災士を活用した学習なども実施しています。 

 ２の地震（津波）防災訓練計画であります。町は、大規模な地震、津波に対する防災体

制として、防災関係機関及び自主防災組織と相互に協調し、体制の強化とともに住民に対

する防災知識の普及、啓発を図ることを目的とした訓練を実施とあるが、防災総合訓練に

ついてはいまだ実施していない。町民参加の訓練が少ない状況であることから、今後に向

けて検討する。訓練時の負傷などの場合は、町民社会活動総合保障制度及び総合賠償補償

保険制度の運用をする。 

 ５の耐震改修促進計画の推進であります。町は、北海道耐震改修促進計画を踏まえ策定
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した浦幌町耐震改修促進計画に基づき、住宅建築物の耐震化を促進する。避難路の安全性

においては、橋梁点検結果を踏まえ、道路管理者へ直接要請するとともに、町道にかかわ

る橋梁においても事業を推進する。耐震診断の無料化については、個人財産であり、保全

に係る経費の一部を負担する原則があるため、北海道での無料簡易診断の活用をしていた

だく。 

 ８ページをごらんください。６の地震防災緊急事業５箇年計画の推進については、記載

のとおりですが、第４次地震防災緊急事業５箇年計画を策定しており、第５次地震防災緊

急事業５箇年計画は北海道において平成28年度から平成32年度として策定されています。 

 雪害予防計画であります。除雪計画に基づき、担当地区を定め実施。幹線道路があけば

優先的に避難路、避難通路、避難場所を優先して実施いたします。 

 災害情報等の収集、伝達について。一般加入電話のほか衛星電話、庁舎や浦幌消防署等

の無線通信、車載型の移動無線センター通信、衛星回線を使用する北海道総合行政情報ネ

ットワークにより各防災機関とも連携体制を確保しています。防災行政無線については、

平成25年にデジタル化し、主に津波対策用として海岸地域を中心に野外スピーカーを整備、

アナログ防災行政無線は貴老路地区と美園地区に野外スピーカーを設置している。 

 10ページをごらんください。地震火災等対策は、記載のとおりでありますが、行政区の

消火器購入には笑顔輝く地域づくり支援事業を利用することができる。 

 津波災害応急対策。避難対象地域の指定は行政区単位とし、津波浸水予想では行政区全

域を避難対象地域として指定している。 

 災害広報活動であります。町民への広報については、防災行政無線放送のみではなく、

地域防災計画に記載のある複数の方法により実施。また、共助、公助の役割を基本として、

行政区長などの協力により町とお互いに足りない部分を補完し合えるような取り組みを進

める。 

 11ページの避難対策から13ページのボランティアの受け入れについては、記載のとおり

であります。 

 13ページの水防危険区域の指定についても記載のとおりです。 

 13から15ページに記載の防災関連協力協定について。浦幌町による防災関連協定につい

ては、記載のとおりですが、今年８月、セブンイレブンと協力協定し、さらにほかの企業

にも協力に対しアプローチをしていく。 

 15ページの所見であります。これまで議会として、浦幌町の防災体制のあり方について

調査、研さんをしてきた。自主防災組織の設置については、町全体の喫緊の課題であり、

議会としても行政とともに課題解決に向けて検討しているところであり、地域防災計画を

柱とした防災体制のあり方を再度検証するとともに、昨年の台風被害もあることから、地

震、津波、風水雪害、事故災害等の防災体制について、環境整備が図られることを望む。 

 また、今回の所管事務調査を契機に町と議会がともに防災について取り組み、町民意識

の啓蒙と防災体制充実のきっかけづくりをしていきたい。議会としては、今回調査として
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終わらせるのではなく、さらに今後の防災体制について検証し、対応策を見出していきた

いことから、合同委員会の所見として明記せず、今後議会全体の総意として、町に対し政

策提案をしていく。 

 以上、報告とさせていただきます。 

〇田村議長 これで合同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29年６月19日から平成29年９月３日までの町長等の動静につきましては、お手元に

配付のとおりでありますので、ごらんおきを願いたいと思います。 

 ２の建設工事入札結果につきましては、交付金事業、相川川西線改良工事ほか30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、北栄５条通調査測量設計委託業務

ほか９件であります。 

 ４の物品購入入札結果につきましては、教室用固定式机、椅子購入ほか１件であります。 

 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４件であります。 

 ６、その他につきまして、浦幌町上浦幌児童クラブの開所について報告をさせていただ

きます。町は、保護者が労働等により日中家庭にいない小学生に対し、授業の終了後に適

切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全な育成を図るため、浦幌小学校を学区とした学

童保育所を浦幌幼稚園内に併設し、開設していますが、このたび上浦幌中央小学校を学区

とし、上浦幌児童クラブを７月18日から開所いたしました。入所対象児童は、上浦幌中央

小学校に就学する児童で、開所場所は児童が容易に通えるよう学校の近くにあり、かつ児

童を安全に保育できる場所であることなどを考慮し、上浦幌公民館の一部空き室を有効に

活用して土曜日、日曜日及び祝日を除く平日の午後５時まで児童の受け入れを行い、現在

６名の入所児童を毎日２名の指導員が保育に当たる体制で実施しています。 

 今年度については、上浦幌地区の地域性を考慮し、10月31日までを開所期間としました

が、今後においても指導員の確保等の課題があることから、今年は上浦幌児童クラブを試

行的に運営し、利用状況や保護者のご意見等をいただきながら今後の対応について検討し

てまいります。 

 以上、浦幌町上浦幌児童クラブの開所についての報告をいたします。 

 以上で行政報告を終わります。 

〇田村議長 これで行政報告を終わります。 
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    ◎日程第７ 報告第７号 

〇田村議長 日程第７、報告第７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。 

〇獅子原総務課長 議案書の１ページをごらん願います。報告第７号 健全化判断比率の

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28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29年９月４日提出、浦幌町長。 

 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、それぞれ赤字

が発生していないため、横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、9.7％

で、早期健全化基準、財政再生基準以下となっております。将来負担比率につきましては、

算定結果がマイナスであるため、横線表示となっております。 

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

すので、後ほどごらんおき願います。 

 なお、それぞれの比率において早期健全化基準を超えておらず、財政上の健全性は確保

されていると認められたとのご意見を賜っているところでございます。 

 次に、説明資料の２ページをごらん願います。健全化判断比率等の概要及び状況でござ

います。①、実質赤字比率でございますが、これは一般会計等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

出されておりません。 

 次に、３ページをごらん願います。②、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いないため、比率は算出されておりません。 

 次に、４ページをごらん願います。③、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

となっており、３カ年の平均により算出されております。本町の比率は、平成28年度単年

度では8.39989％、３カ年平均では9.7％でございます。 

 次に、７ページをごらん願います。④、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準とした額に対する比率となってお

ります。本町におきましては、0.0％でございます。なお、端数処理の関係上、表示は0.0％

となっておりますが、実質はマイナス0.04％になるものでございます。 

 なお、これらの比率が早期健全化基準を超えますと、実質的な改善努力が求められ、財

政再生基準を超えますと国等の関与による確実な再生が求められることになっておりま

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
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ので、後ほどごらんおき願います。 

 以上で報告を終わらせていただきます。 

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７号を終わります。 

 

    ◎日程第８ 報告第８号 

〇田村議長 日程第８、報告第８号 資金不足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。 

〇獅子原総務課長 議案書の３ページをごらん願います。報告第８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28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29年９月４日提出、浦幌町長。 

 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、

横線表示となっております。 

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

すので、後ほどごらんおき願います。 

 なお、各公営企業会計において資金不足は生じていないことから、指標の対象とならな

いものであることと経営健全化は保たれていると認められた旨のご意見を賜ってございま

す。 

 次に、説明資料の11ページをごらん願います。⑤、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８号を終わります。 

 

    ◎日程第９ 承認第３号 

〇田村議長 日程第９、承認第３号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案書の５ページをお開き願います。あわせまして説明資料につきま

しては12ページをお開き願います。承認第３号 専決処分の承認を求めることについて。 

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

規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成29年９月４日提出、浦幌町長。 

 次のページごらん願います。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29年７月６日、浦幌町長。 

 記、平成29年度浦幌町一般会計補正予算、次のとおり。 

 ７ページをごらん願います。平成29年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成29年度浦幌町の一般会計補正予算（第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207万8,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ69億6,767万9,000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。 

 ８ページごらん願います。８ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに次のページ、９

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は説明を省略させていた

だきます。 

 10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183万3,000円

を追加し、４億3,234万2,000円、財政調整基金繰入金を追加した内容でございます。 

 19款諸収入、５項１目雑入24万5,000円を追加し、627万8,000円、内容につきましては説

明資料12ページに記載してございますが、上浦幌児童クラブの開所に伴う利用料を追加し

た内容でございます。 

 11ページをごらん願います。３、歳出、２款総務費、１項総務管理費、７目企画費20万

円を追加し、１億1,254万1,000円、内容につきましては説明資料12ページに記載してござ

いますが、寄附者への謝礼金を追加した内容でございます。 

 ３款民生費、２項児童福祉費、７目学童保育所費160万2,000円を追加し、811万3,000円、

内容につきましては説明資料12ページに記載してございますが、上浦幌児童クラブの開所

に要する費用を追加した内容でございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、５目医療対策費27万6,000円を追加し、１億1,625万

9,000円、内容につきましては浦幌町立診療所特別会計繰出金を追加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
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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３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 承認第４号 

〇田村議長 日程第10、承認第４号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 

 提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 12ページをごらん願います。説明資料は13ページになります。承認

第４号 専決処分の承認を求めることについて。 

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

規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成29年９月４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29年３月６日、浦幌町長。 

 記、平成29年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算、次のとおり。 

 14ページをごらん願います。平成29年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算。 

 平成29年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計補正予算（第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27万6,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ２億8,548万8,000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。 

 次のページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに次のページ、歳入歳出



 － 14 － 

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。 

 17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27万6,000円を追加し、１億911万7,000円、一般会計からの繰入金でございます。 

 ３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費27万6,000円を追加し、4,977万6,000円、

７節賃金の追加でございます。 

 本件専決処分の内容につきましては、説明資料13ページに記載のとおり事務職員の病気

休暇取得に伴い、代替職員の賃金を追加補正したものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより承認第４号を採決いたします。 

 本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１１ 承認第５号 

〇田村議長 日程第11、承認第５号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案書の18ページをごらん願います。あわせまして説明資料は14ペー

ジをごらん願います。承認第５号 専決処分の承認を求めることについて。 

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

規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成29年９月４日提出、浦幌町長。 

 次のページごらん願います。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29年７月20日、浦幌町長。 

 記、平成29年度浦幌町一般会計補正予算、次のとおり。 

 20ページをごらん願います。平成29年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成29年度浦幌町の一般会計補正予算（第４回）は次に定めるところによる。 
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 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ119万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ69億6,886万9,000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。 

 21ページごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに22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は説明を省略させていただきます。 

 23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119万円を追加

し、４億3,353万2,000円、内容につきましては財政調整基金繰入金を追加したものでござ

います。 

 ３、歳出、３款民生費、３項老人福祉費、４目町民バス管理費119万円を追加し、872万

5,000円、内容につきましては説明資料14ページに記載してございますが、町民バスのエア

コン修理に要した費用を追加したものでございます。 

 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１２ 承認第６号 

〇田村議長 日程第12、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。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案書の24ページをごらん願います。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。 
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 平成29年９月４日提出、浦幌町長。 

 次のページごらん願います。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29年７月26日、浦幌町長。 

 記、平成29年度浦幌町一般会計補正予算、次のとおり。 

 26ページをごらん願います。平成29年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成29年度浦幌町の一般会計補正予算（第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140万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ69億7,026万9,000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。 

 27ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに28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は説明を省略させていただきます。 

 29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140万円を追加

し、４億3,493万2,000円、内容につきましては財政調整基金繰入金を追加したものでござ

います。 

 ３、歳出、４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費140万円を追加し、２億

1,169万8,000円、内容につきましては簡易水道特別会計繰出金を追加したものでございま

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、本件は承認することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１３ 承認第７号 

〇田村議長 日程第13、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
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します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 議案書の30ページをごらん願います。あわせて説明資料は15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29年９月４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29年７月26日、浦幌町長。 

 記、平成29年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算、次のとおり。 

 32ページをごらん願います。平成29年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算。 

 平成29年度浦幌町の簡易水道特別会計補正予算（第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140万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ３億9,511万3,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 次のページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに34ページの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。 

 35ページをごらん願います。このたびの補正につきましては、幾千世浄水場の卓上型色

度濁度測定器が老朽化により故障し、測定不能となったため、購入に要する費用を専決処

分により追加補正させていただいたものでございます。 

 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140万円を追加し、１億

4,756万8,000円、一般会計からの繰入金でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、２目施設管理費140万円を追加し、8,005万

8,000円、卓上型色度濁度測定器購入に係る備品購入費を専決補正させていただいたもので

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） 
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〇田村議長 討論なしと認めます。 

 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、本件は承認することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１４ 承認第８号 

〇田村議長 日程第14、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。 

〇獅子原総務課長 議案書36ページをごらん願います。あわせまして説明資料は16ページ

をごらん願います。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29年９月４日提出、浦幌町長。 

 次のページごらん願います。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29年８月７日、浦幌町長。 

 記、平成29年度浦幌町一般会計補正予算、次のとおり。 

 38ページをごらん願います。平成29年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成29年度浦幌町の一般会計補正予算（第６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288万4,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ69億7,315万3,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 39ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに40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は説明を省略させていただきます。 

 41ページをごらん願います。２、歳入、17款繰入金、２項１目基金繰入金288万4,000円

を追加し、４億3,781万6,000円、内容につきましては財政調整基金繰入金を追加したもの

でございます。 

 ３、歳出、３款民生費、３項老人福祉費、３目老人ホーム費288万4,000円を追加し、２

億535万7,000円、内容につきましては説明資料16ページに記載してございますが、養護老

人ホームの厨房で使用する真空冷却機購入に要する費用を追加した内容でございます。 
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 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。 

 本案を承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は承認することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１５ 議案第６０号 

〇田村議長 日程第15、議案第60号 浦幌町個人番号の利用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。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案書の42ページをごらん願います。議案第60号 浦幌町個人番号の

利用に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成29年９月４日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条

例。 

 浦幌町個人番号の利用に関する条例（平成27年浦幌町条例第38号）の一部を次のように

改正する。 

 本条例の改正につきましては条文の朗読を省略し、説明資料をもって説明させていただ

きます。説明資料の17ページをごらん願います。浦幌町個人番号の利用に関する条例の一

部を改正する条例説明資料。 

 １、改正の趣旨でございます。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、いわゆる番号法第９条第２項には、地方公共団体が条例で定める事務

の処理について個人番号を利用できる旨が規定されており、今般番号法に掲げられていな

い事務において個人番号を独自利用するため改正を行うものでございます。 

 ２、改正の内容でございます。①の第４条第１項関係につきましては、個人番号の独自

利用事務として記載されておりますとおり、浦幌町介護給付・予防給付に係る利用者負担
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金の助成に関する条例による介護給付・予防給付に係る利用者負担金の助成に関する事務、

社会福祉法人等による利用者負担の軽減事業における支援に関する事務、法定外予防接種

の実施に関する事務の３つを新たに追加するものでございます。 

 ②の第４条第２項関係につきましては、独自利用事務を処理するために利用できる同一

機関内の特定個人情報について規定するものでございます。具体的には、表に記載のとお

り介護給付・予防給付に係る利用者負担金の助成に関する事務において、地方税関係情報

及び住民票関係情報を、社会福祉法人等による利用者負担の軽減事業における支援に関す

る事務において、地方税関係情報及び住民票関係情報を同一機関内において利用できるよ

う規定するものでございます。ただし、法の規定により情報提供ネットワークシステムを

使用して他の個人番号利用事務実施者から特定個人情報の提供を受ける場合は、情報連携

の透明性を確保するため、情報提供ネットワークシステムを使用することとしております。 

 ③の第４条第４項関係につきましては、第２項の規定による特定個人情報の利用ができ

る場合において、利用する特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務づけ

られているときにつきましては、その書類の提出があったものとみなして、添付書類の省

略を可能にする規定を設けるものでございます。 

 ３の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１６ 議案第６１号 

〇田村議長 日程第16、議案第61号 浦幌町職員の育児休業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。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案書の45ページをごらん願います。議案第61号 浦幌町職員の育児

休業等に関する条例の一部改正について。 
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 浦幌町職員の育児休業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29年９月４日提出、浦幌町長。 

 次のページごらん願います。浦幌町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例。 

 浦幌町職員の育児休業等に関する条例（平成４年浦幌町条例第４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 本条例の改正につきましては条文の朗読を省略し、説明資料をもって説明させていただ

きます。説明資料の21ページをごらん願います。浦幌町職員の育児休業等に関する条例の

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。児童福祉法の改正に伴う引用先の変更並びに国家公務員

の育児休業等に関する法律の改正に基づく人事院規則の一部を改正する人事院規則の公布

及び施行に伴い改正を行うものでございます。 

 ２、改正の内容でございます。①の第２条の２関係につきましては、児童福祉法の改正

に伴う引用先の変更及び関係する字句の整理でございます。 

 ②の第３条、第４条、第10条関係につきましては、それぞれの条項において規定されて

いる要件に育児休業等に係る子について保育所等の施設の利用ができない場合、いわゆる

待機児童となった場合を追加するものでございます。 

 ３の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６２号 

〇田村議長 日程第17、議案第62号 浦幌町新産業創造等事業の助成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。 
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〇岡崎産業課長 それでは、議案の47ページをごらん願います。議案第62号 浦幌町新産

業創造等事業の助成に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町新産業創造等事業の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 平成29年９月４日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町新産業創造等事業の助成に関する条例の一部を改

正する条例。 

 浦幌町新産業創造等事業の助成に関する条例（平成20年浦幌町条例第１号）の一部を次

のように改正する。 

 条文の朗読は省略させていただきまして、改正の内容につきましては議案説明資料をも

ちまして説明させていただきます。議案説明資料24ページをごらんください。浦幌町新産

業創造等事業の助成に関する条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １、改正の趣旨でございますが、一般社団法人北海道産炭地域振興センターの組織機構

等の見直しに伴いまして、条例に規定しております関連条項について改正を行うものでご

ざいます。 

 ２、改正内容でございますが、釧路産炭地域総合発展機構の廃止に伴う名称及び略称等

を変更するものでありまして、条文中に規定しております組織の名称を一般社団法人北海

道産炭地域振興センター釧路産炭地域総合発展機構から一般社団法人北海道産炭地域振興

センターに、略称を発展機構から振興センターにそれぞれ改めるほか、これに関する条項

を改めるものでございます。 

 ３、施行期日でございますが、この条例につきましては、北海道産炭地域振興センター

の定款改正の施行期日であります平成29年11月１日から施行するものでございます。 

 条例の新旧対照表につきましては、25ページ、26ページに記載しておりますので、ご参

照願います。 

 なお、参考といたしまして、北海道産炭地域振興センターの組織機構等の見直しの内容

及び経過につきまして記載をしておりますので、ごらんおきください。 

 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） 
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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６３号 

〇田村議長 日程第18、議案第63号 浦幌町営住宅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。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 議案書の49ページをごらん願います。議案第63号 浦幌町営住宅条例の

一部改正について。 

 浦幌町営住宅条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成29年９月４日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町営住宅条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町営住宅条例（平成９年浦幌町条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 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、説明資料により説

明をさせていただきます。説明資料27ページをごらん願います。浦幌町営住宅条例の一部

を改正する条例説明資料。 

 １、改正の趣旨でございますが、公営住宅法施行令、公営住宅法施行規則並びに福島復

興再生特別措置法の改正に伴い、本条例において引用している条文の引用先が変更となる

こと及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の改正に伴いまして、本

条例の入居者資格におきましても適用対象を拡大するため、改正するものでございます。 

 ２、改正の内容でございます。①、第６条第１項関係につきましては、入居者の資格に

関する規定につきまして引用先である福島復興再生特別措置法の一部改正に伴い、同法第

20条第１項とあるものを第39条とするものでございます。 

 ②、第６条第２項第８号関係につきましては、入居者の資格要件の一つであります配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の改正に伴い、適用対象が配偶者から

の暴力を受けた者に加え、配偶者暴力防止等法第28条の２に規定されております生活の本

拠をともにする交際、婚姻に類する交際でございますが、これも関係にある相手からの暴

力を受けた者にも拡大されたことに伴いまして規定を追加するものでございます。 

 ③、第15条第２項関係につきましては、収入の申告等に関する規定について引用先であ

る公営住宅法施行規則の一部改正に伴い、公営住宅法施行規則第８条とあるものを第７条

とするものでございます。 

 ④、第37条及び第38条関係につきましては、公営住宅に係る家賃の特例に関する規定に

ついて引用先であります公営住宅法施行令の一部改正に伴いまして、令第11条とあるもの

を令第12条とするものでございます。 

 ３の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。 
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 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３０分  休憩 

午前１１時３８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１９ 議案第６４号～日程第２１ 議案第６６号 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 日程第19、議案第64号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について及び日程第20、

議案第65号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について並びに日程第21、議案第

66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は、一括議題として審

議したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認め、日程第19、議案第64号 北海道市町村総合事務組合規約の

変更について及び日程第20、議案第65号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更につ

いて並びに日程第21、議案第66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

ついての３件を一括議題として審議することに決定をいたしました。 

 ただいま一括議題とした議案の提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 
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〇獅子原総務課長 それでは、議案第64号 北海道市町村総合事務組合規約の変更につい

て、議案第65号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、議案第66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、３件一括して説明させていただ

きます。 

 議案書の51ページをごらん願います。議案第64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29年９月４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。 

 以下、条文の朗読は省略させていただきます。 

 続きまして、議案書53ページをごらん願います。議案第65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29年９月４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。 

 以下、条文の朗読は省略させていただきます。 

 続きまして、議案書55ページをごらん願います。議案第66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29年９月４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。 

 以下、条文の朗読は省略し、説明資料をもって説明をさせていただきます。説明資料の

30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、北海道市町村職員退職手当

組合規約及び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説明資

料。 
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 １、変更の理由でございます。平成29年６月１日付の西胆振消防組合が処理する事務の

追加による名称の変更及び平成29年８月１日付の江差町ほか２町学校給食組合を構成する

３町のうち１町の脱退による名称変更に伴い、関係規約を変更するものでございます。 

 ２、変更の内容でございます。北海道市町村総合事務組合規約については別表第１及び

別表第２の改正、北海道市町村職員退職手当組合規約については別表の（２）一部事務組

合及び広域連合の表の改正、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約については別表

第１の改正をするもので、名称につきまして西胆振消防組合を西胆振行政事務組合へ、江

差町ほか２町学校給食組合を江差町・上ノ国町学校給食組合にそれぞれ改めるものでござ

います。 

 ３、施行期日につきましては、それぞれ地方自治法第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す。 

 以上で第64号から第66号までの説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

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。 

 続きまして、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。 

 続きまして、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。 

 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） 
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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３８分  休憩 

午後 １時００分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 

    ◎日程第２２ 議案第６７号 

〇田村議長 日程第22、議案第67号 平成29年度浦幌町一般会計補正予算を議題といたし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 別冊の補正予算書をごらん願います。説明資料につきましては31ペー

ジからをごらん願います。議案第67号 平成29年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成29年度浦幌町の一般会計補正予算（第７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２億7,857万7,000円を追加し、歳入歳

出の総額を歳入歳出それぞれ72億5,173万円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債） 

 第２条 地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

 平成29年９月４日提出、浦幌町長。 

 ２ページの第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。 

 ４ページをごらん願います。第２表、地方債補正。変更でございます。起債の目的、臨

時財政対策債、補正前限度額１億5,000万円、補正後限度額１億5,101万3,000円。合計、補

正前限度額12億4,200万円、補正後限度額12億4,301万3,000円。なお、補正後の起債の方法、

利率、償還の方法につきましては変更がございません。 

 ５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は、説明を省略させ

ていただきます。 

 ７ページをごらん願います。２、歳入、９款１項１目地方交付税7,997万5,000円を追加

し、32億2,997万5,000円、普通交付税確定による追加でございます。 

 13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金187万6,000円を追加し、１億

4,639万3,000円、内容につきましては説明資料33ページ及び34ページに記載のとおりでご
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ざいます。 

 ２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金25万9,000円を追加し、1,089万4,000円、内容に

つきましては説明資料32ページに記載のとおりでございます。 

 ４目教育費国庫補助金33万3,000円を追加し、4,153万4,000円、内容につきましては説明

資料31ページに記載のとおりでございます。 

 14款道支出金、１項道負担金、２目民生費道負担金93万8,000円を追加し、9,600万

5,000円、内容につきましては説明資料33ページ及び34ページに記載のとおりでございま

す。 

 ８ページをごらん願います。３項委託金、３目農林水産業費委託金16万2,000円を追加し、

1,378万8,000円、内容につきましては説明資料31ページ及び36ページに記載のとおりでご

ざいます。 

 15款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金67万4,000円を追加し、356万

8,000円、内容につきましては説明資料37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21万3,000円を追加

し、21万4,000円。 

 ２目介護保険特別会計繰入金480万6,000円を追加し、480万7,000円。 

 ３目国民健康保険特別会計繰入金105万9,000円を追加し、105万9,000円。 

 18款１項１目繰越金１億8,726万9,000円を追加し、１億8,826万9,000円。 

 20款１項町債、１目総務債101万3,000円を追加し、１億8,251万3,000円、内容につきま

しては臨時財政対策債を追加するものでございます。 

 ９ページごらん願います。３、歳出、１款１項１目議会費２万円を追加し、7,475万

7,000円、内容につきましては行政視察受け入れ増加に伴い、食糧費を追加するものでござ

います。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費１億9,068万4,000円を追加し、４億8,420万

5,000円、内容につきましては共済組合特別負担金及び北海道市町村備荒資金組合超過納付

金を追加するものでございます。 

 ２目情報化推進費36万9,000円を追加し、１億3,350万4,000円、内容につきましては説明

資料31ページから32ページに記載しておりますが、セキュリティークラウドへ切りかえた

ことによる通信運搬費の減額と回線を２年間使用することを条件に受けているサービスを

途中解約することに伴う違約金、社会保障・税番号制度システム整備に伴うシステム改修

委託料を追加するものでございます。 

 ６目財政調整等基金費9,569万6,000円を追加し、１億8,857万3,000円、財政調整基金積

立金を追加するものでございます。 

 ７目企画費170万円を追加し、１億1,424万1,000円、内容につきましては説明資料32ペー

ジから33ページに記載しておりますが、笑顔輝く地域づくり支援事業補助金の追加、地上

デジタル放送再送信設備等の故障に係る修繕費用及び光ファイバーケーブルの新設等に係
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る工事請負費を追加するものでございます。 

 10目生活安全推進費５万2,000円を追加し、1,980万4,000円、内容につきましては交通安

全指導員に係る費用弁償及び会議等参加負担金を追加するものでございます。 

 10ページをごらん願います。13目諸費13万2,000円を追加し、4,914万円、内容につきま

しては説明資料33ページに記載しておりますが、行政区において使用している回覧板の更

新に要する費用を追加するものでございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費285万2,000円を追加し、３億3,469万

7,000円、内容につきましては説明資料33ページに記載してございますが、自立支援医療給

付費を追加するものでございます。 

 ２項児童福祉費、３目認可保育園運営費351万9,000円を追加し、8,666万5,000円、内容

につきましては説明資料34ページに記載しておりますが、保育士の育児休業に伴う代替臨

時保育士の賃金及び町外保育園への広域保育入所に伴います管外入所保育委託料を追加す

るものでございます。 

 ４目へき地保育所運営費217万7,000円を減額し、3,275万5,000円、内容につきましては

説明資料34ページに記載しておりますが、育児休業に伴う臨時保育士の賃金を認可保育園

運営費に組みかえたことにより減額するものでございます。 

 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費210万円を追加し、１億8,900万8,000円、内容につ

きましては介護保険特別会計繰入金を追加するものでございます。 

 11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551万

3,000円を減額し、２億618万5,000円、内容につきましては簡易水道特別会計繰出金を減額

するものでございます。 

 ３目環境衛生費64万8,000円を減額し、3,317万3,000円、内容につきましては個別排水処

理特別会計繰出金を減額するものでございます。 

 ５目医療対策費1,230万1,000円を減額し、１億395万8,000円、内容につきましては説明

資料35ページに記載してございますが、帯広厚生病院運営費補助金を追加するものと浦幌

町立診療所特別会計繰出金を減額するものでございます。 

 ２項清掃費、１目塵芥処理費22万円を追加し、8,679万8,000円、内容につきましては説

明資料35ページに記載してございますが、塵芥処理車の修理に要する費用を追加するもの

でございます。 

 ５款労働費、１項１目労働諸費96万円を追加し、398万7,000円、内容につきましては説

明資料35ページに記載してございますが、雇用促進事業補助金を追加するものでございま

す。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費５万3,000円を追加し、3,351万

6,000円、内容につきましては説明資料36ページに記載してございますが、農業委員の委員

報酬を追加するものでございます。 

 ３目農業振興費１万円を追加し、6,407万7,000円、内容につきましては説明資料36ペー
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ジに記載してございますが、中山間地域等直接支払交付金を追加するものでございます。 

 12ページごらん願います。２項林業費、１目林業総務費177万4,000円を追加し、2,032万

1,000円、内容につきましては説明資料37ページに記載しておりますが、有害鳥獣捕獲奨励

金及び森林組合への出資金を追加するものでございます。 

 ２目林業振興費７万5,000円を追加し、2,284万5,000円、内容につきましては説明資料

37ページに記載してございますが、森林整備担い手対策推進事業負担金を追加するもので

ございます。 

 ３項水産業費、２目水産業振興費226万8,000円を追加し、2,559万7,000円、内容につき

ましては説明資料38ページに記載しておりますが、水産多面的機能発揮対策事業に係る町

の負担金及び当該事業に係る旅費の追加並びに大津漁港の減災対策として大津漁業協同組

合が実施する振れどめアンカーボルトの設置に対し豊頃町と本町で支援をするための大津

漁港船揚場減災対策事業補助金を追加するものでございます。 

 ７款１項商工費、２目観光費96万3,000円を追加し、4,118万8,000円、内容につきまして

は説明資料38ページに記載してございますが、留真温泉の券売機及び導水管の修理に要す

る費用を追加するものでございます。 

 ８款土木費、４項都市計画費、２目公共下水道費466万5,000円を減額し、１億6,904万

5,000円、内容につきましては公共下水道特別会計繰出金を減額するものでございます。 

 13ページごらん願います。９款１項消防費、５目災害対策費12万円を追加し、2,550万

9,000円、内容につきましては説明資料39ページに記載してございますが、防災行政無線の

無線局の検査手数料を追加するものでございます。 

 13款諸支出金、１項１目過年度支出金31万4,000円を追加し、33万4,000円、内容につき

ましては説明資料39ページに記載してございますが、各種国、道負担金の平成28年度負担

金額確定に伴います返還金を追加するものでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 ちょっとお聞きしたいのですが、この補正予算のやつで10ページで、説明資

料33ページ、諸費、回覧板の経年劣化のため購入するということですが、この回覧板の経

年劣化というのが今これ補正してまでやらなければならないものなのか、それとあと幾ら

のものを何枚買うのか、その辺お聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 回覧板の関係ですけれども、こちらにつきましては４月の行政区長会議のときにもご意

見を賜りまして、町のほうで回覧板のこういった更新という予定はないのかというご質問

をいただいております。その中で各行政区の調査等も行った中で、この数字ということで
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今回回覧板を更新させていただくものでございます。回覧板につきましては、各行政区に

よりましては回覧でなくて全戸配布ということで、小さな行政区につきましては回覧を行

っていない行政区もあるものですから、回覧を行う行政区につきましては今回対象となっ

たのは全部で39行政区なのですけれども、枚数にしますと板タイプの回覧板なのですけれ

ども、270枚購入するということで、この金額で今回更新ということで予算を計上させてい

ただきました。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 更新ということですから、今までも行政区に対してこの回覧板というものが

支給されているということでよろしいですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 説明が不十分で申しわけございません。基本的には、回覧板

につきましては各行政区で用意されたりとか、そういった形でこれまでも使っていただい

ております。また、中には別の業者さんが広告料等を、町内の商店から広告料とか、そう

いったのもいただいた中で回覧板をつくって、そういった回覧板を全町的に使って行って

いたところでございます。今回につきましては、今まで町ではそういったものは用意はし

ていなかったのですけれども、行政区長会との話し合いの結果、今回は経年劣化というこ

とで更新をさせるということで、新たな予算計上をさせていただきました。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 ということは、これからも行政区で要望があればこの予算をつけていくとい

う考えでよろしいですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 先ほどもお話ししたとおり、これまではなかったということ

とどちらかというとそういった広告料的なものをいただいてほかの業者さんがつくったも

のを利用していただいたという形なのですけれども、そういったものもこのごろはござい

ませんので、今後につきましては年数等見ながら、町のほうで行政区とも相談させていた

だきながら更新していき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 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 私のほうから２点ほどお伺いしたいと思います。 

 補正予算書の９ページ、総務費、総務管理費のまず一般管理費で北海道市町村備荒資金

組合超過納付金、これ１億9,000万円ということで出ています。それの納付金ですという説

明だけでした。これご承知だと思います。議員のほうもそうですが、非常に利息のいいお

金の預けどころといいますか、そんな感じですから、そういう判断あったのかなと思いま
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すが、ちょっと対比してお話ししますけれども、財政調整基金等、こちらは当初から基金

等ということで9,287万7,000円ぐらいでしたか、の予算、数字の中で積むということでわ

かるのですが、１億9,000万円の積み立て、出資金ですから、もう少しやっぱり説明が必要

だと思います。これ１点です。 

 これ全体で質問１回しかできないので、もう一点、同じページの企画費です。７目企画

費、説明見ますと地域情報通信基盤整備推進事業によって整備された施設の補修というこ

とであります。実は、これたしか８月の２日でしたか、夜、私のところにも中浦幌の方が

テレビが入っているかという連絡が来ました。ちょうどその日雨が晩方から降りまして、

小麦収穫終わって家に入った人たちが多くて、家に入ったら地デジ今見えないよというこ

とで、近所聞いたけれども、入っていないのだと。あなたらの入っているかということで

問い合わせがありました。お聞きしたいのは、ご承知のように非常に災害に対して住民も

敏感になっておりまして、一番頼りの地デジが見えないのはどういうことだと、災害あっ

たらするのだと、どういう状況になっているのだというお問い合わせがあったのですが、

夜でしたので、次の朝担当のほうに役場にもお電話させていただいた経過があるのですが、

この辺のことについてどのぐらいの規模で、光で受信している地帯が見れなくなった、そ

れから役場から再送信している地域のどのぐらいの方が見れなかったのか、二重に故障し

たように聞いていますが、その辺の事情の説明もあわせてお願いをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの質問に対しまして、まず１点目の備荒資金組合の超過納付

金の関係ですけれども、説明が足りないということでございましたので、改めてこの内容

等についてご説明をしたいと思います。 

 まず、北海道市町村備荒資金組合というものは、災害に備えるための資金の積み立て及

びその積立金の管理運用を行うため、北海道内全ての市町村で組織した一部事務組合とな

っております。組合では、積立金を活用して各種の事業を行っております。積立金につき

ましては、それぞれの町村が２種類ありまして、普通納付金というものと超過納付金とい

うもの、２種類の納付金がございます。普通納付金につきましては、各町村最低5,000万円

の積み立てというものが義務づけられておりまして、これにつきましては最高３億円まで

限度として積み立てることができるとなっております。なお、普通納付金につきましては、

災害が発生した場合にその応急復旧事業等に充てる費用に取り崩すことができると、そう

いったものとなってございます。また、超過納付金につきましては、普通納付金を補完す

るために設けられているものでございまして、こちらにつきましては限度額をそれぞれの

町村の交付税の算定に用いられました基準財政需要額の２分の１、これを限度としており

ます。本町の場合でいいますと、平成28年度の基準財政需要額が36億7,800万円程度でござ

いましたので、本町の場合ですと約18億円程度の限度額として積み立てることができるも

のとなっているものでございます。なお、超過納付金につきましては、どういった場合で
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も取り崩すことができるといったこととなっております。 

 本町におきましては、平成28年度末現在におきまして普通納付金の納付額が6,057万

883円、超過納付金につきましては３億5,624万655円、合計で４億1,681万1,538円を積み立

てている状況となってございます。こちらにつきましては、先ほど議員のほうからもお話

ありましたように配当の割合というものが大変高くありまして、普通納付金につきまして

は平成28年度で１％ついております。超過納付金につきましては平成28年度で0.27％つい

ているものとなっております。今回の積み立てに関しましては、先ほど話ありました財政

調整基金積立金につきましては地方財政法の中で繰越金の２分の１以上につきましては積

み立てをしなければならないという規定がございますので、それに相当する額以上のもの

を財政調整基金に積み立てをし、それ以外の部分で余剰のあった部分につきまして今回超

過納付金のほうに納付をすることとしてございます。 

 なお、備荒資金組合のほうから実は指摘がございまして、普通納付金、今現在本町6,000万

円程度、超過納付金が３億5,000万円程度であるのですけれども、通常は先に普通納付金が

限度額まで達して、それから超過納付金のほうを納付するようにという指導がございまし

たので、これにつきましては本年中に組みかえを行いまして、普通納付金を３億円、限度

額いっぱいまで積み立てる形をとりまして、残りの金額を超過納付金ということになりま

したので、今回の補正額全部合わせますと６億円程度になるのですけれども、そうします

と普通納付金が大体３億円程度、超過納付金につきましても同じく３億円程度の保有とい

う形になるものでございますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ２点目の地域情報化通信基盤整備の関係につきましてお答え

いたします。 

 これにつきましては、平成21年度と22年度に地上デジタルテレビ放送の難視聴地域を解

消するという目的で整備した施設でございます。先ほど杉江議員がおっしゃるとおり、８

月２日の夜にそういった障害がありまして、障害の内容なのですけれども、１つ目は帯富

の一部から留真、瀬多来方向、それと平和の一部から稲穂、幾千世方向の光テレビで有線

で光ケーブルを使って流しているテレビについて、テレビが途切れたり、それから映像が

映らないということでございました。また、これもおおむね世帯数については120世帯にな

っております。もう一つのほうは、今度は役場のほうにアンテナを設けている浦幌市街の

難視聴対策でございます。こちらのほうも、こちらは有線ではなくて無線で役場のギャッ

プフィラーという施設から市街地の難視聴対策ということで電波を発信しているのですけ

れども、この電波が弱まりまして、ギャップフィラーを使っている世帯は今350世帯あるの

ですけれども、その中で北栄とか、それから光南地区の一部で、やはり役場から遠い地域

で同じような現象が見られました。２日の夜から３日にかけてということだったものです

から、応急的な措置はとっているところなのですけれども、理由につきましてはというか、

原因につきましては基本的に東山で受信をして、役場のほうに増幅して電波が送られてく
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るのですけれども、こちらの増幅がなかなか思わしくなくて出力が低下していたというの

が一つ原因でございます。また、ギャップフィラーにつきましても電波を発信しているの

ですけれども、その送信の出力自体が低下したということで、それぞれ有線と無線両方の

世帯があったわけなのですけれども、いずれにしても出力の低下ということで、今回この

ような症状になってしまったところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 備荒資金につきましては、詳しく説明いただきましたので、私以外にも内容

についてよくわかる内容でありました。できれば説明の段階で当初からしてほしいなとい

うことをお願いをしておきます。 

 それと、この後の光の関係と無線の関係、これについては今詳しく報告受けましたけれ

ども、先ほども申し上げました非常に災害に対して重要な情報源であるということを考え

れば、もうこの事業をやってから経年考えますと大丈夫なのかなと。一時的な補修でなく

て何らかの部分を新しくしたり、そういう対策しないで災害対応やれるのかなという心配

がありますから詳しくお聞きをしているわけですが、その辺についていかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 基本的には、平成22年度からちょうど今年１年が経過したわけなのですけれども、保守

点検につきましてもたまたまですけれども、７月に終わったばかりでございました。今回

につきましても受信点で受信してから役場のほうに転送される出力の低下、そして役場か

ら発信する電波が弱くなってしまったということで、２つの支障が重なったような形で、

基本的には保守点検が終わったばかりということの中でいうとなかなか想定しづらいとい

うことになっています。また、今は仮の機械をそれぞれ設置しておりますけれども、もと

もとの機械を修繕するような形にするのか、それとも新たなものが必要なのかということ

につきましては、現在業者と金額的なものを出していただくということと、それと全体的

な原因等のきちんとした捉え方も必要かなと感じておりますので、そういったところを詰

め合わせながら今後対応してまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 ただいまの説明でありますけれども、こういったことの対応が経費だけのこ

とでなくて、先ほどから申し上げている災害対応ということを考えれば、やはり無理して

倹約した対応でなくて、新しいものをきちっとしたほうがいいのでないかなというふうに

思います。予算見ましてもほかの地域でも保守点検用の予算はとっていますけれども、こ

ういう事故というのはもうご承知のように光と無線と両方同時に、複数要素が必ずあると

言われているのです。片方が行ったから片方も行ったのかな、電波が弱くなった、その影
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響で片方もまた影響を受けたかなと、そういう状況だったと思うのです。ですから、余り

倹約のことを言わないで災害対応がきちっとできるようなことを検討して対応していただ

きたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 杉江議員からのご意見のとおり、このことに関しましては慎

重に進めてまいりたいというふうに考えております。現在業者ともそういった原因関係に

ついては追及しているところなのですけれども、更新とか、それから新規になりますと北

海道総合通信局とも情報交換しながら進めていかなければならない問題であるというふう

に考えておりますので、そのような方向で進めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

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 ないようですので、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。 

（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６８号 

〇田村議長 日程第23、議案第68号 平成29年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予

算を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 別冊議案書は14ページ、あわせまして説明資料は40ページをお開き願い

ます。議案第68号 平成29年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算。 

 平成29年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第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6,004万1,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ９億3,162万円とする。 

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



 － 36 － 

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成29年９月４日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正並びに16ページの歳入歳出補正予算事項別明細

書、１、総括は説明を省略させていただきます。 

 17ページをごらん願います。今回の補正は、額の確定及び精算見込みによる補正内容で

ございます。 

 ２、歳入、３款１項１目療養給付費等交付金330万円を追加し、714万1,000円、事業実績

の増による追加の内容でございます。 

 ８款繰入金、２項１目基金繰入金1,527万8,000円を減額し、ゼロ円。 

 ９款１項１目繰越金7,201万9,000円を追加し、7,701万9,000円、内容は説明資料40ペー

ジ、41ページに記載のとおりでございます。 

 18ページをお開き願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費

4,348万3,000円を追加し、7,206万8,000円、積立金の内容でございます。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、２目退職被保険者等療養給付費290万円を追加し、650万

円。 

 ２項高額療養費、２目退職被保険者等高額療養費40万円を追加し、140万円、いずれも事

業実績の増による負担金の追加内容でございます。 

 ９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金1,219万9,000円を追加し、1,269万

9,000円。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金105万9,000円を追加し、105万9,000円、内容は説明資料

40ページ、41ページに記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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２４ 議案第６９号 

〇田村議長 日程第24、議案第69号 平成29年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算



 － 37 － 

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 議案書20ページ、あわせまして説明資料は42ページをごらん願います。

議案第69号 平成29年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算。 

 平成29年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第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17万7,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ8,503万1,000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29年９月４日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正並びに22ページ、歳入歳出補正予算事項別明細

書、１、総括は説明を省略させていただきます。 

 23ページをごらん願います。２、歳入、３款１項１目繰越金17万7,000円を追加し、17万

8,000円、確定に伴う追加補正でございます。 

 ３、歳出、２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金３万6,000円を減額し、7,304万

2,000円。 

 ３款諸支出金、２項繰出金、１目他会計繰出金21万3,000円を追加し、21万4,000円、い

ずれも精算に伴う補正内容でございます。 

 以上で説明を終わらさせていただきます。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２５ 議案第７０号 

〇田村議長 日程第25、議案第70号 平成29度浦幌町介護保険特別会計補正予算を議題と
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いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 議案書24ページ、あわせまして説明資料は43ページをお開き願います。

議案第70号 平成29年度浦幌町介護保険特別会計補正予算。 

 平成29年度浦幌町の介護保険特別会計補正予算（第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2,236万3,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ６億9,631万6,000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29年９月４日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正並びに26ページの歳入歳出補正予算事項別明細

書、１、総括は説明を省略させていただきます。 

 27ページをごらん願います。今回の補正予算につきましては、介護予防・生活支援サー

ビス事業に係る追加補正と精算による補正内容でございます。 

 ２、歳入、６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金210万円を追加し、１億

1,881万7,000円、通所型住民主体サービスを実施する内容のものでございます。 

 ２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金379万2,000円を減額し、ゼロ円。 

 ７款１項１目繰越金2,405万5,000円を追加し、2,408万5,000円、いずれも額の確定によ

る内容でございます。 

 続きまして、28ページをお開き願います。３、歳出、４款地域支援事業費、１項介護予

防・日常生活支援総合事業費、１目介護予防・生活支援サービス事業費210万円を追加し、

1,352万6,000円、説明資料43ページに記載のとおりでございます。 

 ５款１項基金積立金、１目介護給付費準備基金等積立金74万2,000円を追加し、78万

2,000円。 

 ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金1,471万5,000円を追加し、1,471万

6,000円。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金480万6,000円を追加し、480万7,000円、内容につきまし

ては説明資料44ページに記載のとおりでございまして、精算による内容のものでございま

す。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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。 
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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２６ 議案第７１号 

〇田村議長 日程第26、議案第71号 平成29年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 29ページをごらん願います。説明資料は45ページになります。議案

第71号 平成29年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算。 

 平成29年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計補正予算（第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50万9,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ２億8,599万7,000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29年９月４日提出、浦幌町長。 

 30ページをごらんください。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。 

 32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1,247万1,000円を減額し、9,664万6,000円。 

 ２款１項１目繰越金1,298万円を追加し、1,348万円、前年度繰越金の確定でございます。 

 ３、歳出、１款１項診療所費、１目診療管理費43万8,000円を追加し、5,021万4,000円、

診療所設備の修繕を行う経費でございます。 

 ２目医業費７万１,000円を追加し、２億3,154万7,000円、医療機器にかかわる保守点検

経費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。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 待合ホールカーテン開閉用ロープ交換修理というふうになっておりますが、
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以前に町のほうに投書があったと思います。待合室の個人情報が漏れるおそれがあるので、

そこのカーテンというのを何とか直してほしいというような投書があったと思うのですけ

れども、そのような投書に対する対応できたような修繕になるのか、ちょっとお伺いして

おきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 今回の修繕の待合ホールのカーテンにつきましては、待合ホールの

上部にあります太陽の光を遮光する大きなカーテンです。これがカーテンが大きなもので

すから、それを開閉するのにロープを使って行うのですけれども、そのロープが今現在す

り減ってしまったということで今回の交換をさせていただくという内容でございます。 

 それで、以前投書のあった件につきましては、問診を行う場所がレントゲン室の廊下あ

るいは中待合等でお待ちになっている患者さんに聞こえるのではないかという投書がござ

いました。それにつきましては、今現在は中待合室には極力患者さんを入れない。それか

ら、レントゲン室の前につきましても呼び出しをされた患者さんのみ、それ以外は待合ホ

ールで待っていただくという掲示をしまして、今現在対応しております。それから、問診

を行う場所につきましてもつい立てを設置しまして、待合ホールのほうから問診の状況が

わからないような形にして今現在対応しているところでございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 状態はわかりました。患者さんをなるべく個人情報が漏れるようなところに

は入れないような措置をして、建物自体というか、施設自体には手を加えないという方法

をとったということでよろしいのですね。これは、ずっとこういう状態でやるつもりでし

ょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 今現在の処置につきましては、しばらくの間患者さんの反応を見る

ということで、内部ではそのような結論に達しております。今現在患者さんからのクレー

ムあるいはあれを設置してどうなのかということにつきましては、それなりに良好な状態

だというふうに判断しているところでございます。 

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。 
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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２７ 議案第７２号 

〇田村議長 日程第27、議案第72号 平成29年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 それでは、議案書の33ページをごらん願います。あわせまして説明資料

は46ページをお開き願います。議案第72号 平成29年度浦幌町公共下水道特別会計補正予

算。 

 平成29年度浦幌町の公共下水道特別会計補正予算（第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50万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ３億664万円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成29年９月４日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに35ページの歳入歳出補

正予算事項別明細書の１、総括につきましては説明を省略させていただきます。 

 36ページをごらん願います。このたびの補正につきましては、前年度繰越金の確定と住

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。 

 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466万5,000円を減額し、

１億6,904万5,000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516万5,000円を追加し、566万5,000円、前年度繰越金の確定に伴う

追加でございます。 

 ３、歳出、２款事業費、１項１目下水道建設費50万円を追加し、9,196万6,000円、住宅

新築に伴います公共汚水桝新設に係る工事請負費の追加でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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２８ 議案第７３号 

〇田村議長 日程第28、議案第73号 平成29年度浦幌町個別排水処理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37ページ、あわせて説明資料47ページをごらん願います。議案第

73号 平成29年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算。 

 平成29年度浦幌町の個別排水処理特別会計補正予算（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17万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ5,519万3,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成29年９月４日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに39ページの歳入歳出補

正予算事項別明細書の１、総括につきましては説明を省略させていただきます。 

 40ページをごらん願います。このたびの補正につきましては、前年度繰越金の確定と消

費税確定申告に伴う追加補正をするものでございます。 

 ２、歳入、４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金64万8,000円を減額し、

2,629万2,000円、一般会計からの繰入金の更正減でございます。 

 ５款１項１目繰越金81万8,000円を追加し、101万8,000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17万円を追加し、62万8,000円、

消費税確定申告に伴う追加でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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２９ 議案第７４号 

〇田村議長 日程第29、議案第74号 平成29年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 それでは、議案書の41ページ、説明資料は48ページをごらん願います。

議案第74号 平成29年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算。 

 平成29年度浦幌町の簡易水道特別会計補正予算（第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184万8,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ３億9,696万1,000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29年９月４日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに43ページの歳入歳出補

正予算事項別明細書の１、総括につきましては説明を省略させていただきます。 

 44ページをごらん願います。このたびの補正につきましては、前年度繰越金の確定と消

費税確定申告に伴う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551万3,000円を減額し、

１億4,205万5,000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736万1,000円を追加し、786万1,000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184万8,000円を追加し、2,857万

5,000円、消費税確定申告に伴う追加でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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。 

（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 諮問第１号 

〇田村議長 日程第30、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて。 

人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の

規定により、議会の意見を求める。 

 平成29年９月４日提出、浦幌町長。 

 氏名につきましては出口和枝、生年月日、住所につきましては記載のとおりであります。 

 現在人権擁護委員であります出口和枝氏につきましては、平成29年12月31日をもって任

期満了となりますことから、出口和枝氏は人格、見識ともに高く、広く社会の実情に通じ

ており、人権擁護について深いご理解のある方でありますことから、引き続き人権擁護委

員候補者として選任し、法務大臣に推薦いたしたく、議会の意見を求めるものであります。 

 なお、人権擁護委員の任期は３年間でございますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 以上、推薦とさせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 ただいま議題となっております諮問第１号は、出口和枝氏を人権擁護委員候補者として

推薦したいと意見を求めるものであります。 

 これより質疑、討論を省略し、採決をいたします。 

 出口和枝氏を人権擁護委員候補者として適任であるとすることについて賛成の方は起立

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、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についての件は、出口和枝氏を適任で

あるとすることに決定をいたしました。 
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    ◎休会の議決 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 お諮りをいたします。あすから９月７日までの３日間、議事の都合により休会とし、９

月８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７日までの３日間、議事の都合により休会とし、９月８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００分 


