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平成３０年第４回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

平成３０年１２月３日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 ２時０６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 承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成３０年度浦幌町一般会計補正予算） 

 日程第 ８ 承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成３０年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算） 

 日程第 ９ 議案第６２号 浦幌町職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第１０ 議案第６３号 浦幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の 

              一部改正について 

 日程第１１ 議案第６４号 浦幌町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正につ 

              いて 

 日程第１２ 議案第６５号 浦幌町模範牧場設置及び管理等に関する条例の一部改正に 

              ついて 

 日程第１３ 議案第６６号 浦幌町行政区設置条例等の一部改正について 

 日程第１４ 議案第６７号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について 

              （浦幌町森林公園） 

 日程第１５ 議案第６８号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について 

              （浦幌町パークゴルフ場） 

 日程第１６ 議案第６９号 公有水面埋立免許に関する意見について 

 日程第１７ 議案第７０号 十勝圏複合事務組合規約の変更について 

 日程第１８ 議案第７１号 平成３０年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第１９ 議案第７２号 平成３０年度浦幌町町有林野特別会計補正予算 

 日程第２０ 議案第７３号 平成３０年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算 

 日程第２１ 議案第７４号 平成３０年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 日程第２２ 議案第７５号 平成３０年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 
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 日程第２３ 議案第７６号 平成３０年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算 

 日程第２４ 議案第７７号 平成３０年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算 

 日程第２５ 議案第７８号 平成３０年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算 

 日程第２６ 議案第７９号 平成３０年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 

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      鈴  木     広 

     保健福祉課長   廣  富  直  樹 

          産 業 課 長      岡  崎  史  彦 

     施 設 課 長   小  川  博  也 

     上浦幌支所長   山  本  浩  宣 

     会 計 管 理 者   大  山  則  幸（午後１時～出席） 

          診療所事務長      新  川  寿  雄 

 

    教育委員会 

          教  育  長      久  門  好  行 

     教 育 次 長   熊  谷  晴  裕 

 

    農業委員会 

     会    長   小  川  博  幸 
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          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   小  島  師  紀 

     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30年第４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30年第４回浦幌町議会定例会の運営について、11月26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、町長提出議案として承認２件、一般議案９件、平成30年度一般会計及び

各特別会計補正予算９件が提案されております。議会提出は、発議、発委等であります。

また、本定例会は年１回の日曜議会として執行機関のご理解をいただき、９日午後に一般

質問を行うところであります。多くの議員の質問を期待するところであり、以上の内容を

踏まえ、会期は本日から12月10日までの８日間でお願いいたします。 

 次に、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、承認第３号から

第４号までの２件、一般議案、第62号から第70号までの９件、補正予算につきましては一

般会計ほか各特別会計で第71号から第79号までの９件を予定しております。 

 また、会議録署名議員につきましては、順番に指名されるよう議長に申し入れを行って

おります。 

 以上、議会運営委員会の協議結果であります。議員各位のご協賛を賜りますようよろし

くお願いを申し上げて議会運営委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 会議録署名議員の指名 

〇田村議長 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期会議録の署名議員は、会議規則第126条の規定により、８番、河内富喜議員、９番、

阿部優議員を指名いたします。 
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    ◎日程第３ 会期の決定 

〇田村議長 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 本定例会の会期は、本日から12月10日までの８日間としたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から12月10日までの８日間と決定をいたしました。 

 

    ◎日程第４ 諸般の報告 

〇田村議長 日程第４、諸般の報告を事務局長より行わせます。 

〇小島議会事務局長 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30年11月19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30年９月14日から平成30年12月２日までの１の議長等の動静、２の議員の派

遣結果報告及び３の議長が決定した議員の派遣結果報告については、お手元に配付のとお

りでありますので、ごらん願います。 

 次に、４のその他の報告をいたします。監査委員から提出のあった平成30年８月分から

10月分の例月出納検査報告書及び平成30年随時監査報告書につきましては、事前に配付し

ておりますので、ご了承願います。 

 次に、平成30年９月14日の第３回町議会定例会で可決されました道教委「これからの高

校づくりに関する指針」を抜本的に見直しすべての子どもにゆたかな学びを保障する高校

教育を求める意見書及び林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める

意見書につきましては、同日付で北海道知事、内閣総理大臣ほか関係先に提出をいたして

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長、阿部委員長。 

〇阿部総務文教厚生常任委員長 総務文教厚生常任委員会委員会調査報告をさせていただ

きます。 

 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、認定こども園の設置及び運営状況。 
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 ２、調査実施期日、平成30年７月25日、事前研修を行った後、平成30年８月10日に士幌

町認定こども園なかよしを視察いたしました。その後、平成30年10月11日に再度事前研修

を行い、その後平成30年10月25日に上士幌町認定こども園ほろんを視察させていただきま

した。 

 この後、調査の経過と、それから視察状況につきましては若干割愛させていただく部分

がございますが、ご了承ください。各位には配付させていただいておりますので、それを

参考にしてください。 

 今回の調査は、本町において2021年４月開園予定の浦幌町認定こども園建設に係る先進

地視察として、８月10日に平成20年改修開園の士幌町認定こども園なかよし及び10月25日

に平成27年新築開園の上士幌町認定こども園ほろんの２園において常任委員会所管事務調

査を行った。 

 視察の状況について。ここで割愛させていただきます。２ページをごらんください。両

町とも国の法律や道の条例、施行規則に合わせ、地域子ども・子育て支援事業が総合的、

計画的に行われ、園児が地域、自然環境を通して子どもの主体性や意欲を養っていく中で

自分を大切にし、他者を認め、思いやりを持って生きる力を育んでいることを教育目標と

して掲げ、運営しておられました。 

 （２）のまとめのほうに移らせていただきます。施設面では、廊下が少なく内外を含め

全体を見渡せる構造となっており、地元産材（カラマツ）等が豊富に使用され、自然で明

るく、園内は子どもたちの素足で遊ぶ姿が見られ、自然の大切さを実感し、高齢者、地域

住民の触れ合いの広場としての地域サロンを併設、災害時の小規模緊急避難所としての使

用ができるようキッチン等も設備しており、参考になると感じました。 

 空調設備、エアコンでございますが、は子育て支援センター、午睡室、乳児室、保育室

（３歳まで）に設置し、４歳、５歳児の保育室は自然環境になれ親しむためとして設置は

なく、このことにおいて本町においても環境や状況を把握し、検討が必要であると感じま

した。暖房は、安全性の面から全室に床暖を設置、素足保育をしていた。燃料は重油であ

るが、将来は自然エネルギーの検討もすべきであろう。 

 電気設備における留意点として、電気、電話のコンセント、配線、空調設備の操作パネ

ルの位置が低く、園児の手が届くことから、建物の設計時には安全面での配慮や保育士等

の意見を積極的に反映すべきと感じました。３ページに行きます。また、災害発生時の停

電対応としては、外部発電機対応用の配電盤を備えていました。 

 職員室は出入り口そばにあり、保護者との連絡は口頭、未満児は連絡ノートの活用、日々

の活動予定は各クラス前及び玄関近くのホワイトボードで連絡をしている。屋外の遊戯場

等は広々としており、防犯、動物の侵入等の衛生管理面から、フェンスや金網で守られて

おり、園舎からほぼ見渡せる状況で、園の南側に芝生で高低差を意識した遊具を配置、北

側には３歳以上の園児が対象の素足で自由に遊ぶことのできる砂場として多様な遊具類が

配置されているが、園児自身がみずから考えて行動できるように設置されていました。施
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設全体の安心、安全の対策としては、防犯カメラの設置も効果的であると感じた。 

 運営面では、上士幌町独自の職員配置として、教育支援コーディネーターが配置され、

保育士と小学校教師との情報交換を行っていた。学級運営がスムーズに行われるようクラ

スサポートが１名配置されている。さらに、交流や遊びの中で幼少期から国際交流につな

がる感覚の取得につなげようとの思いから、ＡＬＴ１名が週１回訪問指導をしていました。

なお、クラスサポートについては３名程度配置したいとのことでありました。 

 平日以外の土日の希望保育を実施しており、８時30分から18時の各時間帯を保育士２名、

パート２名の４名体制で対応していました。カリキュラムは、幼保それぞれで作成してお

り、半年ごとに職員会議で評価を行い、翌年のカリキュラムを含め生かすこととし、業務

の改善につなげてＰＤＣＡサイクルの実践が見られた。園内には、食育の一環で農園、ピ

ザ窯の設置もあり、10種類以上の野菜を育てるなどの体験教育も行われ、幼少期より楽し

みながら学べるように工夫されている。農園については、委託の清掃業者が作業補助をし

ている。環境を通して子どもの主体性や意欲を引き出していくアプローチを基本に、先生

と子どもでつくる共同生活（社会）と大自然を活用した広く豊かな経験のできる保育、教

育を目指していたことは参考にすべきと考える。できる人ができるときにできることをや

るとの考えで、保護者、地域、職員が連携してよりすばらしい活動や体験を提供するため、

ＰＣＴＡ、上士幌学園運営協議会の設立を考えており、本町のＣＳ活動にもこども園を含

めた進展の可能性を感じたところである。 

 上士幌町では、入園者数の増加により施設が手狭になってきており、後の課題とならな

いよう我が町でも十分に検討されるべきである。 

 ４ページ、最後になります。子どもの主体性や意欲を引き出していく保育、特に環境設

定や異年齢交流を含む保育の流れを意識し、発達に合った挑戦を子どもみずからがしたく

なる環境をどのように構築するかという視点と工夫が必要であると強く感じるとともに、

特に保護者は幼保一元化への期待と不安があること、またこども園の建設には多くの財源

を必要とし、財政面や補助金認定に係る制約を受けると考えるが、長期の使用に耐え得る

創意と工夫が不可欠である。開園に向けては、関係保護者、現場関係職員等多くの声を聞

き、園児が楽しんで毎日通いたくなるような機能的な園舎づくりとカリキュラムを含めた

幼保小中一貫の連携教育としてハード、ソフト両面での具体的な設置運営計画を作成し、

浦幌町児童育成計画策定委員会ばかりではなく、関係保護者及び地域住民に対しても丁寧

な説明と意見反映を強く望むものであり、開園前、開園後も町、保護者、地域住民、教育

関係者等が一体となり運営されることを願うものであります。 

 以上、報告とさせていただきます。 

〇田村議長 これで常任委員会報告を終わります。 

 

    ◎日程第６ 行政報告 

〇田村議長 日程第６、行政報告を許します。 
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 町長。 

〇水澤町長 行政報告を行います。 

 １の町長等の動静、平成30年９月14日から30年12月２日まで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、桜橋ほか１橋補修工事ほか15件で

あります。 

 ３の委託業務入札結果につきましては、厚内地区雨水桝清掃委託業務ほか５件でありま

す。 

 ４の物品購入入札結果につきましては、ベッドサイド関連機器等賃貸借１件であります。 

 ５のその他につきましては、町内で発生しました火災についてその概要を報告いたしま

す。出火日時は、９月27日木曜日午前10時50分ごろであります。出火場所は、浦幌町字富

川184番地の６、建物火災であります。罹災者につきましては、記載のとおりであります。

覚知時刻は、９月27日午前11時９分。鎮火時刻は、９月27日午後２時12分であります。焼

損状況は、木造２階建て住宅が全焼したものであり、焼損面積は112平方メートルでありま

す。出火原因は、電気調理器具を差し込んだ複数のプラグとコンセントとのすき間にほこ

りが蓄積したことにより、過熱発火したものであります。損害額は564万円。消防活動状況

は、浦幌消防署、車両５台、人員12名、浦幌町消防団、車両３台、人員27名、人員内訳は

団本部３人、第４分団24人であります。また、本別消防署から車両２台、人員５人の応援

を受けております。合計、車両10台、人員44人。 

 以上、火災についての報告といたします。 

 次に、浦幌町高齢者等冬の臨時生活支援事業の実施について報告をいたします。町では、

原油価格の高騰が続き、家庭用灯油価格がおおむね100円を超えた平成19年度、平成20年度

及び平成24年度から平成26年度に高齢者や障がい者などの低所得者の方を対象に灯油購入

経費の一部を助成する浦幌町福祉灯油給付事業を実施し、緊急支援を行ったところであり

ますが、本年度においても春から家庭用灯油の高値が続き、10月には１リットル当たり

100円を超えており、住民生活に大きな影響を及ぼしている状況にあることから、これから

の本格的な冬を迎えるに当たり、高齢者や障がい者などの低所得者世帯を対象に経済的負

担の軽減及び生活の安定を図ることを目的に緊急支援対策として浦幌町高齢者等冬の臨時

生活支援事業を実施してまいりたいと考えております。この支援事業は、本年度限りの措

置として、対象世帯につきましては浦幌町福祉灯油給付事業と同様に平成30年度分の住民

税非課税世帯のうち65歳以上の一人世帯、または高齢者のみの世帯、要介護４または要介

護５に認定された要介護者と同居し、介護している世帯、身体障害者手帳１級または２級、

療育手帳、精神保健福祉手帳を所持している方と同居している世帯及びひとり親世帯とし

まして生活保護世帯を除く420世帯を見込んでおります。 

 内容としては、従来では高値となった灯油価格の差額相当分の額を灯油引きかえ券で交

付して支援してまいりましたが、本年度の灯油価格は一年を通して高値が続いていること
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から、冬の生活に欠かせない燃料、暖房用器具及び冬季用衣類等の購入費用の一部に支援

することを目的に協同組合ハマナス商店会が発行する商品券１万円分を対象世帯に交付す

ることによりまして、町内の経済活性化をあわせて図るものであり、本定例会に関係予算

を提案させていただいているところであります。対象となる世帯には、年内に交付ができ

るように本事業の適切な執行に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い

をいたします。 

 以上、浦幌町高齢者等冬の臨時生活支援事業の実施についての報告といたします。 

 以上で行政報告といたします。 

〇田村議長 これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第７ 承認第３号 

〇田村議長 日程第７、承認第３号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 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。あわせまして説明資料１ページ

をごらん願います。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30年12月３日提出、浦幌町長。 

 ２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30年10月12日、浦幌町長。 

 記、平成30年度浦幌町一般会計補正予算、次のとおり。 

 ３ページをごらん願います。平成30年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成30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108万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ64億5,878万7,000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。 

 ４ページの第１表、歳入歳出予算補正及び５ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、

１の総括は説明を省略させていただきます。 

 ６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108万円を追加

し、３億7,830万5,000円、内容につきましては財政調整基金繰入金を追加するものでござ

います。 
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 ３、歳出、３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費８万円を追加し、３億1,236万

4,000円、内容につきましては説明資料１ページに記載のとおり災害応急援護費を追加する

ものでございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費100万円を追加し、２億4,459万

7,000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３号を採決いたします。 

 本案を承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は承認することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第８ 承認第４号 

〇田村議長 日程第８、承認第４号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 それでは、議案書の７ページをごらん願います。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30年12月３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30年10月12日、浦幌町長。 

 記、平成30年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算、次のとおり。 

 議案書の９ページをごらん願います。あわせて説明資料の２ページをごらん願います。

平成30年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算。 

 平成30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。 



 － 11 － 

 （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100万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ４億547万9,000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。 

 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11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。 

 12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、平成７年度に施行いたし

ました口径200ミリの中浦幌地区配水管に亀裂が生じ、漏水が発生したため、補修に要する

費用を修繕料として専決処分により追加補正をさせていただいたものでございます。 

 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100万円を追加し、１億

6,093万6,000円、一般会計からの繰入金の追加でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、２目施設管理費100万円を追加し、7,376万

2,000円、修繕料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、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上

げます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより承認第４号を採決いたします。 

 本案を承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は承認することに決定をされました。 

 

    ◎日程第９ 議案第６２号 

〇田村議長 日程第９、議案第62号 浦幌町職員の給与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13ページをごらん願います。議案第62号 浦幌町職員の給与

に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町職員の給与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。 
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 平成30年12月３日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。 

 本条例の改正につきましては、条文の朗読を省略し、説明資料により説明させていただ

きます。説明資料の３ページをごらん願います。１、改正の趣旨でございますが、平成30年

人事院勧告に伴う給与の改正並びに関係規定の字句の修正を行うものでございます。 

 次に、２、改正の内容でございますが、①の第１条関係につきましては、平成30年度分

の改正になります。１つは、行政職給料表の改正でございます。内容としましては、平均

で0.2％引き上げるものでございます。次に、勤勉手当の改正でございます。内容としまし

ては、職員の勤勉手当の12月期支給率を0.050月分引き上げ、0.900月分から0.950月分とし、

再任用職員の勤勉手当の12月期支給率を0.050月分引き上げ、0.425月分から0.475月分とす

るものでございます。 

 ②の第２条関係につきましては、平成31年度以降の改正になります。内容としましては、

職員の期末手当及び勤勉手当の６月期及び12月期の支給率を同率とし、期末手当は1.300月

分、勤勉手当は0.925月分とするものでございます。また、再任用職員につきましても期末

手当及び勤勉手当の６月期及び12月期の支給率を同率とし、期末手当は0.725月分、勤勉手

当は0.450月分とするものでございます。 

 表をごらん願います。期末、勤勉手当の表になります。再任用以外の職員の期末手当、

勤勉手当の経緯について、現行６月期2.125月、12月期2.275月、合計4.400月であったもの

を平成30年度は６月期2.125月、12月期2.325月、合計4.450月とし、平成31年度以降は６月

期、12月期ともに2.225月、合計4.450月とするものでございます。 

 また、再任用の職員の期末手当、勤勉手当の経緯について、現行６月期1.075月、12月期

1.225月、合計2.300月であったものを平成30年度は６月期1.075月、12月期1.275月、合計

2.350月とし、平成31年度以降は６月期、12月期ともに1.175月、合計2.350月とするもので

ございます。 

 説明資料４ページごらん願います。３の施行期日でございます。①、この条例は、公布

の日から施行するものでございます。ただし、第２条の規定は、平成31年４月１日から施

行するものでございます。 

 ②、第１条の規定による改正後の規定は、平成30年４月１日から適用するものでござい

ます。 

 ③、改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給され

た給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなすものでございます。 

 なお、新旧対照表につきましては、説明資料５ページから14ページまでに記載しており

ますので、ご参照願います。 

 以上で説明を終わ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。 
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〇安藤議員 これ人事院勧告に伴う給与の改正でございますけれども、ここにはうたわれ

ていないのですが、臨時職員についてはどのようにお考えかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 臨時職員のうち準職員につきましては、期末、勤勉手当のほうの支給

をしておりますので、準職員につきましても同じようなかたちで期末、勤勉手当の率の改

正を行う予定としております。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 準職員の関係はわかりましたけれども、臨時職員について、これは４月にさ

かのぼってということなのですが、新年度予算からでも0.2％といいますとわずかですが、

やはりその辺も含めて今後考えていくべきかと思いますけれども、その辺についてお願い

したいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 臨時職員の関係でございますが、本年の10月１日に北海道の最低賃金

が引き上げられております。それに伴いまして、町の臨時職員等の賃金についても改正と

いうか、見直しを行いまして、10月１日から引き上げを行っておりますので、来年度の予

算につきましてもその金額のままですけれども、それを適用して予算を計上することとし

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 10月１日から変わったということは今初めて聞いたのですが、ただ最低賃金

と、これは浦幌町職員の給与ですけれども、臨時職員もやはりある程度同等に扱うべきか

と私は思っていますけれども、その辺についてお願いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 臨時職員の賃金につきましては、ご存じかと思いますけれども、平成

32年度から会計年度任用職員というものが採用されることとなっております。その際にそ

ういったものも含めて今後検討してまいりたいと考えておりますので、その辺よろしくお

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 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62号を採決いたします。 



 － 14 － 

 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１０ 議案第６３号 

〇田村議長 日程第10、議案第63号 浦幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

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19ページ、ごらん願います。議案第63号 浦幌町議会議員の

議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償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30年12月３日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部を改正する条例。 

 本条例の改正につきましては、条文の朗読を省略し、説明資料により説明させていただ

きます。説明資料の15ページをごらん願います。１、改正の趣旨でございますが、町議会

議員の期末手当について、職員の期末、勤勉手当の支給月数と同様に改正をするものでご

ざいます。 

 ２、改正の内容についてでございますが、①の第１条関係につきましては平成30年度分

の改正になります。期末手当の12月期支給率を0.050月分引き上げ、2.275月分から2.325月

分とするものでございます。 

 ②の第２条関係につきましては、平成31年度以降の改正になります。期末手当の支給率

について、６月期の支給率を0.100月分引き上げ、2.125月分から2.225月分とし、12月期の

支給率を0.100月分引き下げ、2.325月分から2.225月分とするものでございます。 

 表をごらん願います。期末手当につきまして現行６月期2.125月、12月期2.275月、計

4.00月から平成30年度は６月期2.125月、12月期2.325月、計4.450月とし、平成31年度以降

は６月期、12月期ともに2.225月で計4.450月とするものでございます。 

 次に、３の施行期日でございます。①、この条例は、公布の日から施行するものでござ

います。ただし、第２条の規定は、平成31年４月１日から施行するものでございます。 

 ②、第１条の規定による改正後の規定は、平成30年12月１日から適用するものでござい

ます。 

 ③、改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給され

た期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払いとみなすものでございます。 
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 なお、新旧対照表につきましては、説明資料16ページに記載しておりますので、ご参照

願います。 

 以上で説明を終わ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。 

 

    ◎日程第１１ 議案第６４号 

〇田村議長 日程第11、議案第64号 浦幌町特別職の職員の給与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21ページをごらん願います。議案第64号 浦幌町特別職の職

員の給与等に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町特別職の職員の給与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30年12月３日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正

する条例。 

 本条例の改正につきましては、条文の朗読を省略し、説明資料により説明させていただ

きます。説明資料の17ページをごらん願います。１、改正の趣旨でございますが、特別職

の期末手当について、職員の期末、勤勉手当の支給月数と同様に改正するものでございま

す。 

 なお、教育長の期末手当につきましても教育長の給与、旅費、勤務時間、休暇等及び職

務専念義務の特例に関する条例第４条において、教育長の期末手当の額は浦幌町特別職の

職員の給与等に関する条例の例によると規定されていることから、同様に改正となるもの

でございます。 

 ２、改正の内容でございますが、①の第１条関係につきましては平成30年度分の改正に

なります。期末手当の12月期の支給率を0.050月分引き上げ、2.275月分から2.325月分とす
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るものでございます。 

 ②の第２条関係につきましては、平成31年度以降の改正になります。期末手当の支給率

について、６月期支給率を0.100月分引き上げ、2.125月分から2.225月分とし、12月期の支

給率を0.100月分引き下げ、2.325月分から2.225月分とするものでございます。 

 表をごらん願います。期末手当につきまして、現行６月期2.125月、12月期2.275月、計

4.00月から平成30年度は６月期2.125月、12月期2.325月、計4.450月とし、平成31年度以降

は６月期、12月期ともに2.25月、計4.450月とするものでございます。 

 次に、３の施行期日でございます。①、この条例は、公布の日から施行するものでござ

います。ただし、第２条の規定は、平成31年４月１日から施行するものでございます。 

 ②、第１条の規定による改正後の規定は、平成３０年１２月１日から適用するものでご

ざいます。 

 ③、改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給され

た期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払いとみなすものでございます。 

 なお、新旧対照表につきましては、説明資料18ページに記載しておりますので、ご参照

願います。 

 以上で説明を終わ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１２ 議案第６５号 

〇田村議長 日程第12、議案第65号 浦幌町模範牧場設置及び管理等に関する条例の一部

改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、議案書23ページをごらん願います。議案第65号 浦幌町模範

牧場設置及び管理等に関する条例の一部改正について。 

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

 平成30年12月３日提出、浦幌町長。 

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

正する条例。 

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

のように改正する。 

 条文の朗読は省略させていただき、本条例の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。議案説明資料の19ページをごらんください。浦幌町

模範牧場設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １、改正の趣旨でございますが、平成12年４月より哺育預託を開始し、現在に至ってお

りますが、現在子牛の哺育を行うに当たり飼養に要する費用と負担に乖離が生じているこ

とから、今般さきの定例会で条例改正の議決をいただきました模範牧場審議会に哺育料の

見直しについて諮問いたしまして、審議、答申をいただいたところであります。このたび

模範牧場の利用に係る哺育料につきまして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が、条例第７条で規定している模範牧場の使用料のうち哺

育料について、町内牛は１日１頭につき231円から347円に、町外牛は１日１頭につき315円

から536円に改めるものでございます。 

 なお、新旧対照表につきましては、次の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。 

 ３、施行期日でございますが、この条例は、平成31年４月１日から施行するものでござ

います。 

 参考といたしまして、第１回の審議会は平成30年10月23日、第２回の審議会は11月６日

に開催し、11月15日に模範牧場審議会会長から町長に対し答申をいただいたところでござ

います。 

 以上で説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 10番、森議員。 

〇森議員 今回の条例改正につきましては、模範牧場を町が管理運営していくために適正

な哺育料を設定し、現在の指定管理者制度のもとで行っていくものであります。指定管理

者に指定管理を任せたからといって、町の設置目的や町の姿勢まで委ねられるものではな

いというふうにも思っております。町、指定管理者、受益者である町民などが模範牧場を

中心によりよい関係性でなければならないと思います。まず、模範牧場の設置条例として

は、家畜の預託等により畜産振興の基盤の確立を図り、もって農業経営の安定に寄与する

ための設置、これはもう基本的に設置要綱だと思います。ただ、今までの使用料の体系、

また今後の使用料のあり方、指定管理者制度を踏まえて町として考え、また今後の姿勢、

思いについてお伺いをしたいと思います。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 使用料の体系ですとか、町としての考え方についてのご質問だったと思いますが、使用

料につきましては受益の原則、それをベースといたしまして、それに対して町がどれぐら

い酪農振興のために支援できるのかという部分がありますので、その部分のバランスとい

うのは考えながら料金に反映していくべきだというふうに思ってございます。また、町と

しての考えということで、平成22年から直営から指定管理者の制度に移行したわけですけ

れども、これに関しましてはサービスの向上ですとか、経費の削減を目的として導入させ

ていただきました。ただ、今回の審議会の中でもなかなか意見が通らないのだというよう

なお話もいただいておりましたので、指定管理者、民間ベースによる管理運営は基本とし

つつも町のほうも関与しながら、指定管理者、それから預託者、それからつなぐような形

で町のほうも関与していきたいというふうに思ってございます。 

 以上です。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 わかりました。模範牧場の審議会では、受益者の方も含めて委員になられてい

ますけれども、審議会は模範牧場の使用料及び施設整備について審議をするための条例だ

ということでもございました。そういいましても、使用料や施設整備を審議する上では模

範牧場がどのように管理運営されているかということも踏まえながら審議されたというふ

うにも思っております。そのような議論が会議録でうかがわれておりますけれども、これ

まで議会においても所管事務調査を行い、町民の声を参考に預託者、指定管理者、町の３

者において意見交換や懇談ができる場があるということの意見をしてきたと思います。そ

の手法においては、３者が同席で意見交換をする場を単に想定するだけでなく、それぞれ

の関係性を考慮した上で預託者と町、町と指定管理者の２者によるものなどを含めて、さ

まざまな方向性で行っていくことが必要だというふうにも思っております。今回審議会の

中から意見交換の場をどのように今後考えていくのか、それと預託者の求めている水準、

町が設置目的を踏まえて考えている水準、そして指定管理者が考えている水準にそれぞれ

乖離があると思うのです。いつまでも模範牧場のあり方としての位置づけは不安定のまま

と思いますが、町としてその水準をどう考え、どのように預託者の理解をいただき、また

さらに指定管理者にその水準により進めていただいていくことを、その水準を前向きに考

えていくことをお聞かせいただきたいなというふうに思います。この料金体系につきまし

ては、今後議会でも模範牧場のあり方を検証していくためにも参考にさせていただきたい

なというふうに思っております。 

 また、もう一点ですけれども、答申の際に地域ということで、審議会に出された意見と

いうのはどのような意見が出ていたのでしょうか。その辺の３点お聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、ただいまのご質問に対しましてお答えさせていただきます。 

 まず、３者、町と、それから指定管理者、預託者の３者との協議の場ということでござ

いますけれども、所管事務調査の中ででも所見として意見を出されておりまして、なかな

かそこの意思の疎通が図られないという部分がございました。もともと指定管理者の主体

の中で私どもも参加しながら意見交換の場を行ってきましたけれども、なかなか人が集ま

らないというような状況もありましたので、指定管理者が下牧の際に皆さんの、預託者の

方からご意見を伺ったりというようなことをやったりですとか、アンケートをとったりと

いうことをしておりましたので、そのところの方向でということで考えてございましたけ

れども、ただいまご指摘があったように審議会の中の皆さんからはやはり３者でお話をし

たいというような意見もございましたので、審議会の中では指定管理者が主体ではなく、

町が主体となって３者のような意見の交換を設けるということはお約束させていただいた

ところです。その方向につきましては、なかなか先ほど申しましたように人が集まらない

だとか、意見が言いづらいとかいう部分がありましたので、預託をされている皆さんのご

意見も聞きながら、町が主体となってやっ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。また、預託の皆さんからもお互いによりよい関係の中で進めていければいいと

いうご意見もありましたので、そういう意見も踏まえながら対応していきたというふうに

考えてございます。 

 それから、２点目の水準についてでございますけれども、水準と言われますとやはり今

回も話を聞いていまして預託者の皆様が求めている部分、それから町が今までやってきた

部分というところに開きがあるというのは考えてございます。現行のとおり、預託者さん

の要望全てその水準に達成させるという部分においては、経費がかかったり、飼養の方法

も考えたりしなければならないので、一概にそれを100％満足させますということは難しい

のですけれども、審議会の中でもお話しさせていただきましたが、預託者の皆さんの考え

ている部分、それから指定管理者、町、それが今までこの料金の中でこれぐらいの程度で

やっていこう、程度という言い方は失礼ですね。このぐらいの基準でやっていこうという

ことで、基準については道の飼養基準をもとに、それをベースに考えてございますので、

それをベースにやってきてございますので、そこの部分に乖離があるという部分でござい

ます。それから、専門機関の話を聞きますと、昔から３産目で一番最大の乳量が搾れるよ

うなものから、今現状としては１産目からやっぱり能力を発揮できるような形にも変わっ

てきたということがございますので、その辺はすり合わせながら水準というのを考えてい

きたいというふうに思っていますけれども、審議会の中でもお話しさせてもらいましたが、

その場で預託者さんの水準まで達成をさせようというのはなかなか難しいと思いますの

で、そこは意見交換の場だったり、関係機関の指導もいただきながら、どこに落ちつくべ

きなのかというのは話していきたいというふうに思ってございます。 

 それから、３点目の答申の中の附帯意見につきましてですが、答申の中では使用料のほ
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かに意見といたしまして、粗飼料は生育に必要不可欠であり、関係機関の指導を求めるな

ど良質な粗飼料の生産に努められたいという部分が１点と、それから模範牧場の預託管理

運営に当たっては預託者、町及び指定管理者との一層の意思疎通が図られるよう努められ

たいということで、この２点が添えられております 

 以上でございます。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 特に意見交換の場が非常に大切であろうなというふうにも思っております。そ

ういう面では、よりよい方法を考えて、ぜひ信頼関係をお互いに持っていくような方法を

とっていただきたいなというふうに思っております。 

 最後ですけれども、消費税につきましては来年の10月から上がるというような予定も聞

いております。この辺につきまして、当然消費税の増額というのですか、予算計上するの

にも増額というのを考えておられるというふうにも思いますけれども、この辺につきまし

ての考え方についてお聞きしておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 消費税の件ですけれども、審議会の中でも今回上がって、また10％になった場合にすぐ

上がるのかというご質問がありました。私どもといたしましては、まだ予定ということで

ございますので、そこの部分については白紙ということでお答えをさせていただいており

ます。牧場の使用料につきましては、税込みの総額表示でございますので、税額の分、上

がった分を今度課税10％いただくということになった場合につきましては料金自体が変わ

るものですから、議会の議決が必要になってございます。料金が変わるということもあり

ますので、そういった場合については審議会の中での審議が必要になるかもしれないとい

う部分に関しては説明をさせていただいて、今回に限っては当初の諮問のとおり哺育に関

しての費用と負担の乖離の部分ということでご理解をいただいたところでございます。 

 以上でお答えさせていただきました。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 まず、指定管理者の模範牧場、今後どのような計画で進めていくのか、ちょ

っと。選定やりますよね。多分随契なのかと思いますけれども、その辺のことをお聞きし

たいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 今後の指定管理者の進め方ということでよろしいでしょうか。議決をいただきましたら、

料金が指定管理者が徴収する利用料金につきましては町の条例で定める使用料が上限とい

うことでございますので、今回の議決いただきましたら、それをもとに指定管理料の積算
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を行いたいというふうに思っています。それから、今まちづくり政策のほう調整進めてい

ますけれども、その後指定管理者の選定委員会を設けながら公募を行って、応募していた

だいたら、またそれを選定をかけてというふうに考えてございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 これ模範牧場の関係なのですが、公募でやられるのですか、それとも随契と

いうか、１社で、今までは随契と聞いていたのですけれども、その辺どうなのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 おっしゃっているとおり、今までは公募によらない指定管理者の選定という形をやって

ございました。今事務局としては、公募の形で募集をしようと。公募の範囲はちょっとわ

からないですけれども、そういうような形で進めていこうかということで事務レベルでは

検討している最中でございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 それと、公募でも今後やられるのだと思うのだけれども、この会議録の中で

草地の更新は町として客観的な材料を集めることが目的だと。町が主体となって農業改良

普及センターの協力を得ながらデータを出しますとか、草地の更新の件ははっきりと言え

ませんが、町でやっていきます。ある程度町でやられるのだろうと思いますけれども、町

といっても本当に専門の方がいるわけでないと思うのです。ほかのところの事務局の答弁

でも専門家の話も聞いて、最終的には必要となれば予算要求していきたいと。今この予算

要求もそうなのですが、指定管理者の公募をするに当たり、もうそんなに期間ないのでな

いかなと思うのです。今この審議会が終わってもう約１カ月近くたつのですが、もう普及

所だとか、専門家の意見も聞いて、町としてどのようにしていくかということは考えられ

ているのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 粗飼料に関しましては、まず土地、草地更新といいまして、そういうようなことをやっ

ていないからではないかという意見がありました。粗飼料の収量や成分が少ないのではな

いかというような意見がありました。今までの指定管理ですと、従来どおり草の成分分析

を行って足りない分の施肥をしてきたということで、ベースとしてはそのままのことで考

えてございますけれども、委員の皆様からはそれではもしかしたら足りないのではないか

という部分でそうですし、不安の声があったということで、そこは指定管理等の業務とし

つつ、それは別に町としてやりますと。おっしゃっているとおり、私どもは専門家ではあ

りませんけれども、専門家に協力いただきながら、実際に皆さんが不安に思われている草
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に関して収量がとれるとか、成分があるというものをまず把握をしたいというふうに思っ

ています。そのデータの結果として、やはり皆さん心配しているように足りないというこ

とであれば、今度草地更新という形で今までとは違った草地の管理の仕方をしなければな

らないので、そういう場合については経費がかかるものですから、そういう部分について

は町が主体でやっていかなければならない場合もあるということでご理解をいただいてい

るところでございまして、今回指定管理の募集という部分では、今までどおりの草地の管

理をベースに、不足の部分については町にデータを収集しながらということで考えてござ

いまして、普及センターのほうとはお話しさせてもらっていますけれども、実際に草が伸

び上がってきてからということのそういう調査ということになりますので、次年度に調査

を実施して、そういう部分については預託者の皆さんにデータをお返ししたりだとかいう

形でやっていきたいという説明をさせていただいた中ではご理解をいただいているという

ところでございます。 

〇田村議長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、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しました。 

 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１２分  休憩 

午前１１時２５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１３ 議案第６６号 

〇田村議長 日程第13、議案第66号 浦幌町行政区設置条例等の一部改正についてを議題
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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25ページをごらん願います。議案第66号 浦幌町行政区設置

条例等の一部改正について。 

 浦幌町行政区設置条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成30年12月３日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町行政区設置条例等の一部を改正する条例。 

 本条例の改正につきましては、条文の朗読を省略し、説明資料により説明させていただ

きます。説明資料の21ページをごらん願います。１、改正の趣旨でございますが、現在本

町の条例中における報酬及び費用弁償の支給に係る条文について統一が図られていないこ

とから、統一するための改正を行うものでございます。また、見出しにつきましても統一

を図り、あわせて改正するものでございます。 

 次に、２、改正の内容でございますが、①の統一方法につきましては報酬及び報酬等の

支給に係る条文について、非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の定めるところによ

ると統一し、また見出しについては報酬及び費用弁償について規定されている条について

は報酬等に統一するものでございます。 

 ②の改正する条例につきましては、説明資料に記載のとおり（１）浦幌町行政区設置条

例から次のページの（31）浦幌町水道事業審議会条例までの31の条例でございます。 

 ３の施行期日でございますが、公布の日から施行するものでございます。 

 なお、新旧対照表につきましては、説明資料23ページから30ページまでに記載しており

ますので、ご参照願います。 

 以上で説明を終わ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１４ 議案第６７号 
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〇田村議長 日程第14、議案第67号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、議案書の31ページをごらん願います。議案第67号 浦幌町公

の施設の指定管理者の指定について。 

 次のとおり浦幌町公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の

２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 平成30年12月３日提出、浦幌町長。 

 記、１、公の施設の名称及び位置、名称、浦幌町森林公園、位置、十勝郡浦幌町字東山

町14番地１ほか６筆。 

 ２、指定管理者の住所及び氏名、十勝郡浦幌町字万年358番地５、有限会社レアス取締役

社長、竹田悦郎。 

 ３、指定期間、平成31年４月１日から平成36年３月31日まで。 

 本議案の内容につきましては、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31ページをごらんください。浦幌町公の施設の指定管理者の指定、浦幌町森林公園

に関する説明資料。 

 １、選定に当たってでございますが、浦幌町森林公園の指定管理者の選定に当たっては

公募を実施したところ、応募は現在の指定管理者である有限会社レアス１社のみでした。

選定委員会において申請書類の審査及び提案事業者から聞き取り調査などを行い、選定基

準に従い総合的に評価いたしました。町は、その結果を踏まえまして選定したところでご

ざいます。 

 ２、指定期間についてでございますが、浦幌町指定管理者制度運用ガイドラインでは指

定期間について事業の継続性、安全性の観点から３年から５年間を原則としています。指

定期間が長期になることにより、指定を受けた指定管理者は中長期の経営計画に基づいた

管理運営が可能となり、雇用の安定した確保と継続的に安定した管理運営が図られるとい

う効果が期待されることから、指定期間を最長の５年といたしました。 

 ３、指定管理料でございますが、平成31年度から５カ年間分で6,345万5,000円で、募集

要項で示しました上限額と同額でございます。 

 ４、選定の理由でございますが、選定に当たっての選定基準に従い23項目を評価したと

ころ、1,832点で最低基準である配点合計の６割の1,500点を上回ったため、指定管理者の

候補者として選定したところであります。集計結果につきましては、次のページのとおり

でございます。 

 ５、選定委員会の概要でございますが、第１回選定委員会は平成30年７月23日に開催し、

現指定管理者の実績の報告及び浦幌町森林公園指定管理者募集要項等について審議を行っ

ております。第２回目の選定委員会は11月15日に開催し、書類審査、申請者のプレゼンテ
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ーション及びヒアリングを実施いたしました。その後、審査基準ごとの評価を各委員それ

ぞれが採点作業を行い、その評価を集計し、指定管理者候補を選定したところでございま

す。 

 以上で説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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１５ 議案第６８号 

〇田村議長 日程第15、議案第68号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 議案書32ページをごらん願います。議案第68号 浦幌町公の施設の指定

管理者の指定について。 

 次のとおり浦幌町公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の

２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 平成30年12月３日提出、浦幌町長。 

 記、１、公の施設の名称及び位置、名称、浦幌パークゴルフ場、位置、十勝郡浦幌町字

帯富260番地４、上浦幌パークゴルフ場、十勝郡浦幌町字宝生169番地１、厚内パークゴル

フ場、十勝郡浦幌町字厚内９番地１、吉野パークゴルフ場、十勝郡浦幌町字平和14番地１。 

 ２、指定管理者の住所及び氏名、中川郡幕別町札内西町91番地の７、札内緑地株式会社

代表取締役、宗澤公。 

 ３、指定期間、平成31年４月１日から平成36年３月31日まで。 

 本議案の提案内容につきましては、議案説明資料により説明させていただきます。議案

説明資料33ページをお開き願います。浦幌町公の施設の指定管理者の指定、浦幌町営パー

クゴルフ場に関する説明資料。 

 １の選定に当たってでございます。浦幌町パークゴルフ場の指定管理者の選定に当たっ



 － 26 － 

ては、公募を実施し、選定委員会において申請書類の審査及び提案事業者からの聞き取り

調査などを行い、選定基準に従い総合的に評価いたしました。教育委員会は、その結果を

踏まえまして選定したところでございます。 

 ２の指定期間についてでございます。浦幌町指定管理者制度運用ガイドラインでは、指

定期間について事業の継続性、安定性の観点から３年から５年を原則としています。指定

期間が長期間になることにより、指定を受けた指定管理者は中長期の経営計画に基づいた

管理運営が可能となり、雇用の安定した確保と継続的に安定した管理運営が図られるとい

う効果が期待されることから、指定期間を最長の５年といたしました。 

 ３の指定管理料でございます。平成31年度から５カ年分でございますが、7,440万3,000円

であります。募集要項で示しました上限額は、7,593万5,000円でありました。 

 ４の選定の理由につきましては、選定に当たって選定基準に従い23項目を評価したとこ

ろ、2,091点で最低基準である1,500点を上回ったため、指定管理者の候補者として選定し

たところであります。集計結果は、次のページのとおりでございます。 

 ５の選定委員会の概要でございます。第１回選定委員会は平成30年７月23日に開催し、

浦幌町パークゴルフ場指定管理者募集要項及び管理業務仕様書の審査並びに現指定管理者

の実績等の報告を行っております。第２回目の選定委員会は11月15日に開催し、申請者１

社のプレゼンテーション及び事業計画書の内容の質疑等の確認を行い、書類審査、ヒアリ

ング審査を実施いたしました。その後、審査基準ごとの評価を各委員それぞれが採点作業

を行い、その評点を集計し、指定管理候補者を選定したところであります。 

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

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。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 賛成、反対ということではないのですけれども、審議委員会の気持ちという

ことをちょっとお聞きしたいなと思って質問します。 

 さきのことはもう終わったことなのですけれども、この後の今の回なのですけれども、

最終的に指定管理料というところが５年間で約150万円下がっていることになるのですけ

れども、選定委員会では選定するときは金額の多少にかかわらずやっぱり内容がいいとこ

ろが選定されるということだったと私聞いております。それで、今回金額がこれだけ違う

と。こちらで示した数字と違うと、低いと。もちろんありがたいことなのでありますけれ

ども、その辺のお考えについてちょっとお聞きしたいなと。もう一回確認のために聞きた

いと思っています。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 このたび指定管理料ですが、町で示した条件額7,593万5,000円に対しま

して、指定管理者につきましては7,440万3,000円で指定管理料の提示があったところでご

ざいます。この部分の差額については153万2,000円という差額になりますが、しかしなが
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らこのたび指定管理者のほうから今後５年間の運営方針等提案がありました。その提案を

各選定委員さんがそれぞれ評価しまして、1,500点以上の合格基準なのですが、約８割、

2,091点を獲得したということは、やはりそれなりの評価があってのことだというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 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１６ 議案第６９号 

〇田村議長 日程第16、議案第69号 公有水面埋立免許に関する意見についてを議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 議案書の33ページをごらん願います。議案第69号 公有水面

埋立免許に関する意見について。 

 公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第３条第１項の規定に基づき、北海道知事から

公有水面埋立免許に関する意見を求められたので、公有水面埋立に賛成することについて、

同条第４項の規定により議会の議決を求める。 

 平成30年12月３日提出、浦幌町長。 

 公有水面埋立免許出願の内容ですが、１、埋め立て出願人は北海道でございます。 

 ２、埋め立て区域は、十勝郡浦幌町字チプネオコッペ９番１地先の公有水面で、面積が

353.09平方メートルでございます。 

 ３、埋め立てに関する工事の施工区域は、十勝郡浦幌町字チプネオコッペ９番１地内及

び同番地先の公有水面で、面積が8,757.89平方メートルでございます。 

 ４、埋め立て用途は、道路用地でございます。 

 ５、埋め立てに関する工事の施工に要する期間は、３年間となっております。 

 次のページの34ページの概要図をごらんください。こちらの図面は、上から順番に公有
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水面埋め立ての位置図、平面図、そして平面図を拡大した説明図となっております。場所

は、道道直別共栄線の厚内市街から浜厚内を経由して厚内トンネルに向かいますと覆道が

ありますが、その手前となります。近年越波による通行障害が多くあることから、越波に

よる道路崩壊や損傷の防止、道路防災機能の向上を図るため、道路用地拡幅整備に伴う公

有水面の埋め立てを行うものでございます。埋め立て区域は、図面の赤色の部分、施工区

域は緑色の部分となります。 

 以上で説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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１７ 議案第７０号 

〇田村議長 日程第17、議案第70号 十勝圏複合事務組合規約の変更についてを議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 議案書の35ページをごらん願います。議案第70号 十勝圏複合事務組合

規約の変更について。 

 地方自治法第286条第１項の規定により、十勝圏複合事務組合規約を次のとおり変更す

る。 

 平成30年12月３日提出、浦幌町長。 

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

 十勝圏複合事務組合規約の一部を次のように改正する。 

 以下、条文の朗読を省略し、改正の趣旨及び改正の内容につきましては議案説明資料に

より行わせていただきます。説明資料は35ページをお開き願います。十勝圏複合事務組合

規約の一部を改正する規約説明資料。 

 １の改正の趣旨でございますが、十勝圏複合事務組合で共同処理している一部の事務で

構成市町村が増加することから、組合規約の一部を改正するものでございます。 
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 ２の改正の内容につきましては、次のページの新旧対照表をごらんいただきながら説明

いたします。改正後の第３条、組合の共同処理する事務、規定の表の６段目、（６）ごみ処

理施設及び最終処分場の設置、維持管理・運営に関する事務を共同で処理する市町村に、

平成31年４月１日から清水町、本別町、足寄町及び陸別町の４町が加入し、９市町村から

13市町村となるものでございます。 

 ３の施行期日は、平成31年４月１日からの施行となります。 

 今回は、地方自治法の規定に基づき、十勝圏複合事務組合の規約変更の協議をするため、

本案を提出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。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。 

 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４８分  休憩 

午前 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てまいります。 

 

    ◎日程第１８ 議案第７１号 

〇田村議長 日程第18、議案第71号 平成30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。 
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〇獅子原総務課長 別冊の補正予算書１ページをごらん願います。あわせまして説明資料

は37ページからになります。議案第71号 平成30年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成30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3,068万円を追加し、歳入歳出の総額を

歳入歳出それぞれ64億8,946万7,000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。 

 （債務負担行為） 

 第２条 債務負担行為の追加は「第２表 債務負担行為補正」による。 

 平成30年12月３日提出、浦幌町長。 

 ２ページから４ページの第１表、歳入歳出予算補正は説明を省略させていただきます。 

 ５ページをごらん願います。第２表、債務負担行為補正。追加でございます。事項、北

海道知事・北海道議会議員選挙ポスター掲示場等設置工事請負費、期間、平成30年度から

平成31年度、限度額185万円、内容につきましては説明資料39ページに記載のとおりでござ

いますが、平成30年度におきましてはポスター掲示場の製作及び設置工事、平成31年度に

おきましては撤去工事に係る内容でございます。事項、浦幌町第４期まちづくり計画策定

支援業務委託料、期間、平成30年度から平成32年度、限度額570万円、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。事項、浦幌町森林公園指定管理委託料、

期間、平成31年度から平成35年度、限度額6,345万5,000円、事項、浦幌町パークゴルフ場

指定管理委託料、期間、平成31年度から平成35年度、限度額7,440万3,000円、これらにつ

きましては本日議決を賜りました議案第67号及び議案第68号に係る指定管理料の債務負担

行為でございます。 

 ６ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括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、13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費

国庫負担金123万7,000円を追加し、１億5,136万1,000円、内容につきましては説明資料40ペ

ージに記載の障害児入所給付費等国庫負担金の追加並びに説明資料41ページに記載の子ど

ものための教育・保育給付費負担金を追加するものでございます。 

 14款道支出金、１項道負担金、２目民生費道負担金60万6,000円を追加し、9,629万

2,000円、内容につきましては説明資料40ページに記載の障害児入所給付費等道負担金の追

加及び説明資料41ページに記載の子どものための教育・保育給付費負担金を追加するもの

でございます。 

 ２項道補助金、１目総務費道補助金５万円を追加し、132万2,000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北海道地域女性活躍推進事業補助金を追加するもので

ございます。 

 ４目農林水産業費道補助金59万3,000円を追加し、１億4,964万5,000円、内容につきまし
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ては説明資料43ページに記載の未来につなぐ森づくり推進事業補助金の追加並びに説明資

料37ページに記載の北海道海岸漂着物等地域対策推進事業補助金を追加するものでござい

ます。 

 ３項委託金、１目総務費委託金415万1,000円を追加し、1,147万6,000円、内容につきま

しては説明資料39ページに記載のとおり知事道議選挙費委託金を追加するものでございま

す。 

 ８ページをごらん願います。16款１項寄附金、２目指定寄附金２万円を追加し、5,002万

1,000円、内容につきましては説明資料45ページに記載のとおり指定寄附金を追加するもの

でございます。 

 17款繰入金、２項１目基金繰入金497万7,000円を減額し、３億7,332万8,000円、内容に

つきましては財政調整基金繰入金の追加及び説明資料38ページに記載のとおりふるさとづ

くり基金繰入金を減額するものでございます。 

 19款諸収入、５項１目雑入2,900万円を追加し、3,689万3,000円、内容につきましては説

明資料38ページに記載のとおり釧路産炭地域総合発展基金活用事業補助金を追加するもの

でございます。 

 ９ページをごらん願います。３、歳出でございますが、初めに人件費の補正につきまし

て一括説明をさせていただきます。内容といたしましては、本日議決を賜りました条例改

正に伴う報酬、給料、期末、勤勉手当及び管理職手当の追加、扶養家族の異動や住居変更

などによる扶養手当の減額、寒冷地手当及び住居手当の追加並びに標準報酬月額の定時決

定に伴う共済組合納付金の追加、負担率の確定に伴う共済組合特別負担金及び退職手当組

合納付金の減額でございます。今回の条例改正に伴う人件費の補正額は、一般会計及び８

特別会計合わせまして報酬、給料、職員手当等の合計で410万9,000円の追加。そのほか条

例改正以外の部分で職員手当等共済費の合計で71万8,000円の追加。総合計で482万7,000円

の追加となるものでございます。 

 なお、補正の内容が人件費のみの目につきましては、説明を省略させていただきます。 

 １款１項１目議会費４万3,000円を追加し、7,333万5,000円、内容につきましては人件費

の補正でございます。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費４万9,000円を追加し、２億9,748万

3,000円、内容につきましては人件費の補正でございます。 

 ４目自動車管理費８万円を追加し、2,311万2,000円、内容につきましては説明資料38ペ

ージに記載のとおり高速道路等使用料を追加するものでございます。 

 ７目企画費50万円を追加し、１億2,047万2,000円、内容につきましては説明資料38ペー

ジに記載のとおり光ファイバーケーブル断線に係る修繕料を追加するものでございます。 

 ８目支所費３万円を追加し、2,059万7,000円、内容につきましては人件費の補正でござ

います。 

 10ページをごらん願います。13目諸費14万7,000円を追加し、4,492万9,000円、内容につ
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きましては説明資料39ページに記載のとおり上浦幌地域会館のストーブ購入費用を追加す

るものでございます。 

 ２項徴税費、１目税務総務費11万9,000円を追加し、3,054万4,000円、内容につきまして

は人件費の補正でございます。 

 ２目賦課徴収費26万9,000円を減額し、1,159万9,000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、十勝圏複合事務組合分担金を減額するものでございま

す。 

 ３項１目戸籍住民登録費３万9,000円を追加し、2,542万8,000円、内容につきましては人

件費の補正でございます。 

 ４項選挙費、１目選挙管理委員会費１万5,000円を減額し、1,062万1,000円、内容につき

ましては人件費の補正でございます。 

 ２目知事道議選挙費415万1,000円を追加し、415万1,000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、平成31年４月７日執行予定の北海道知事、北海道議

会議員選挙に要する経費のうち、平成30年度に係る費用を追加するものでございます。 

 ５項統計調査費、１目統計調査総務費5,000円を減額し、1,502万4,000円、内容につきま

しては人件費の補正でございます。 

 12ページをごらん願います。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費669万

8,000円を追加し、３億1,906万2,000円、内容につきましては人件費の補正のほか説明資料

40ページに記載してございますが、障害児入所給付費の追加及び先ほど行政報告いたしま

した高齢者等冬の臨時生活支援事業に要する費用の追加並びに国民健康保険事業特別会計

繰出金を追加するものでございます。 

 ７目後期高齢者医療費１万8,000円を減額し、１億399万7,000円、内容につきましては後

期高齢者医療特別会計事務費繰出金を減額するものでございます。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費12万円を追加し、3,209万2,000円、内容につきま

しては人件費の補正でございます。 

 ３目認可保育園運営費96万4,000円を追加し、9,510万8,000円、内容につきましては人件

費の補正のほか説明資料41ページに記載してございますが、しらかば保育園の非常用照明

などの修繕料及び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55万3,000円を追加し、3,182万7,000円。 

 ６目子ども発達支援センター運営費３万8,000を減額し、1,591万3,000円。 

 ８目子育て支援センター費5,000円を追加し、1,763万5,000円。 

 これらにつきましては、いずれも人件費の補正でございます。 

 14ページをごらん願います。３項老人福祉費、１目老人福祉総務費６万1,000円を追加し、

１億9,601万7,000円、内容につきましては介護保険特別会計繰出金を追加するものでござ

います。 

 ３目老人ホーム費297万3,000円を追加し、２億550万8,000円、内容につきましては人件
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費の補正及び単価アップに伴います燃料費の追加でございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費86万2,000円を追加し、２億4,545万

9,000円、内容につきましては人件費の補正及び簡易水道特別会計繰出金を追加するもので

ございます。 

 ３目環境衛生費7,000円を追加し、3,014万3,000円、内容につきましては個別排水処理特

別会計繰出金を追加するものでございます。 

 ５目医療対策費95万9,000円を追加し、１億392万5,000円、内容につきましては浦幌町立

診療所特別会計繰出金を追加するものでございます。 

 ２項清掃費、１目塵芥処理費25万円を追加し、6,863万4,000円、内容につきましては説

明資料42ページに記載してございますが、塵芥処理車両のクラッチミッション修繕料を追

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18万4,000円を追加し、3,009万

8,000円。 

 ２目農業総務費80万1,000円を追加し、4,984万2,000円。 

 これらにつきましては、いずれも人件費の補正でございます。 

 ５目畜産振興費36万6,000円を追加し、3,950万円、内容につきましては説明資料42ペー

ジに記載してございますが、模範牧場の除雪用アングリングプラウの修繕料を追加するも

のでございます。 

 ９目地籍調査費３万5,000円を追加し、6,495万円、内容につきましては人件費の補正で

ございます。 

 16ページをごらん願います。２項林業費、１目林業総務費70万1,000円を追加し、2,277万

1,000円、内容につきましては人件費の補正及び説明資料42ページに記載してございます

が、有害鳥獣捕獲奨励金を追加するものでございます。 

 ２目林業振興費255万円を追加し、2,694万9,000円、内容につきましては説明資料43ペー

ジに記載のとおり未来につなぐ森づくり推進事業補助金を追加するものでございます。 

 ３項水産業費、１目水産業総務費２万9,000円を追加し、898万1,000円、内容につきまし

ては人件費の補正でございます。 

 ７款１項商工費、１目商工振興費12万2,000円を追加し、１億9,179万6,000円、内容につ

きましては人件費の補正でございます。 

 ２目観光費11万4,000円を追加し、4,353万4,000円、内容につきましては説明資料43ペー

ジに記載してございますが、留真温泉バイオマスボイラー炉内の気圧制御機器の修繕料を

追加するものでございます。 

 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費４万3,000円を追加し、3,671万4,000円、

内容につきましては人件費の補正でございます。 

 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費41万4,000円を追加し、5,171万1,000円、内容につ

きましては人件費の補正でございます。 
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 ４項都市計画費、２目公共下水道費３万円を減額し、１億4,428万1,000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。 

 18ページをごらん願います。５項住宅費、１目住宅管理費16万6,000円を追加し、5,647万

5,000円、内容につきましては人件費の補正でございます。 

 ９款１項消防費、２目常備消防費29万円を追加し、2,749万8,000円、内容につきまして

は単価アップに伴います燃料費の追加でございます。 

 10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費31万4,000円を減額し、6,372万2,000円、内

容につきましては人件費の補正でございます。 

 ２項小学校費、１目学校管理費234万4,000円を追加し、１億428万6,000円、内容につき

ましては人件費の補正のほか単価アップに伴います燃料費の追加、説明資料43ページに記

載してございますが、上浦幌中央小学校体育館排煙窓ワイヤロープ及び浦幌小学校無線Ｌ

ＡＮの修繕料を追加するものでございます。 

 ２目教育振興費12万2,000円を追加し、1,796万3,000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要、準要保護児童学用品等扶助費を追加するものでございます。 

 ３目特別支援教育振興費13万3,000円を追加し、693万6,000円、内容につきましては特別

支援教育支援員嘱託報酬を追加するものでございます。 

 ３項中学校費、１目学校管理費122万4,000円を追加し、6,074万9,000円、内容につきま

しては単価アップに伴います燃料費の追加でございます。 

 ２目教育振興費21万4,000円を追加し、1,979万1,000円、内容につきましては説明資料

44ページに記載してございますが、要、準要保護生徒学用品等扶助費を追加するものでご

ざいます。 

 ４目スクールバス管理費、３万5,000円を追加し、7,664万7,000円、内容につきましては

人件費の補正でございます。 

 20ページをごらん願います。４項幼稚園費、１目幼稚園運営費86万円を追加し、5,673万

6,000円、内容につきましては人件費の補正及び説明資料45ページに記載してございます

が、浦幌幼稚園非常用放送設備の修繕料を追加するものでございます。 

 ５項社会教育費、１目社会教育総務費17万6,000円を追加し、5,123万1,000円、内容につ

きましては人件費の補正でございます。 

 ２目公民館運営費111万1,000円を追加し、3,691万2,000円、内容につきましては単価ア

ップに伴います燃料費の追加でございます。 

 ７目図書館管理費53万8,000円を追加し、3,925万円、内容につきましては人件費の補正

のほか単価アップに伴います燃料費の追加及び説明資料45ページに記載してございます

が、指定寄附に伴う図書購入費を追加するものでございます。 

 ６項保健体育費、１目社会体育総務費15万円を追加し、1,385万4,000円。 

 ３目給食センター管理費３万7,000円を追加し、8,058万2,000円。 

 これらにつきましては、いずれも人件費の補正でございます。 
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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。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 説明資料の41ページの援護事業費の中の扶助費、高齢者等冬の臨時生活支援

事業給付費420万円についてお伺いいたします。 

 ここに説明のあるとおり、１世帯１万円分のハマナス商品券というふうに書いてありま

す。このハマナス商品券が使えない事業所があるかどうか確認されているかどうかをお伺

いいたしますことと、それとこれを支給するときはどのような条件というか、もとで支給

をするのかお伺いしておきたい。というのは、去年もたまたまちょっと町から外れている

ところはそこの公民館まで来いというような文書が出ていました。それで、そこまで歩い

ていける方、それから車で行ける方はよろしいのですが、冬期間ですので、これから発送

でしょうから、足元が悪かったり、いろいろなことが生じると思いますが、そういう方法

しかとれないのかどうか、ちょっとだけお伺いしておきたいと思います。 

 それと、もう一件、使用期限をこれハマナス商品券は切ってあるのか、何月何日までに

使えというふうになっているのか、その辺も確認をしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 ただいまのご質問にお答えしたいと思います。 

 まずもってハマナス商品券を配るということで、この使用できる店舗等の確認をしてい

るかどうかというご質問だったと存じますけれども、商工会と打ち合わせをさせていただ

きまして、ほとんどの商店のほうで使えるという確認をさせていただきまして、やはり一

番気になるところにつきましては各地区ごとで使えるところは限られてしまうという地区

がどうしても発生してしまいますけれども、全地区において近くのところ、また前回平成

26年度に実施しました福祉灯油給付事業につきましては、これは灯油の引きかえ券という

ことでございましたので、燃料を扱っている、灯油を扱っている事業所さんでしか使えな

かったということでございますので、このたびハマナス商品券を使うということになりま

すと、逆に利用される方々の使用が広がるという判断から、こういった形でハマナス商品

券という形で給付を変えたところでございます。 

 また、２点目でございますけれども、支給の方法ですけれども、基本的には前回の福祉

灯油事業と同じような形で各公民館のほうに出向きまして、申請行為をいただいた中での

交付ということで考えてございます。ただ、前回と違うところにつきましては、平成25年

12月４日に交付し、施行されました浦幌町の個人情報保護条例の一部改正に伴いまして、

事前に町民税課税状況等の個人情報、これを保有する課から所管課課長よりもう既に個人

情報の保護条例の事務取扱要綱に基づきまして交付をいただいておりまして、この内容を

精査しまして現在本事業の支給対象世帯と思われる世帯の抽出事務が既に終わっておりま

す。ですので、現在課税状況等の、また住基上で対象となる世帯につきましては抽出が終
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わっているところになりますと、本事業に係る支給対象世帯をほぼ網羅し、こちらのほう

で把握できたという状況にありますので、公民館のほうに出かけまして申請行為をいただ

き、そして事前に課税状況等が把握できてございますので、申請をいただいた段階でこの

たびのハマナス商品券でございますので、商工会のほうからご協力を賜ることになりまし

たので、この公民館に出向いて商工会職員とともに即日交付を極力やるという形で、高齢

者の方々の二度手間とか、そういった交通の不便だとか、またこの時期、冬ということで

なかなか来づらいところもあると存じますので、基本的には即日交付を目指して事務等を

進めてまいります。ただ、どうしても来られない方というのはおりますので、そういった

方につきましては抽出された方から申請をされていない方、これを把握できておりますの

で、これにつきましては町の担当職員等が申請をしていない世帯を回って、こちらの交付

について申請等を促していきたいと思っているところでございます。また、随時の申請に

つきましては、保健福祉センター、それから上浦幌支所でこれを受け付ける準備をしてい

るところでございます。 

 また、３点目の使用期限ということでございますけれども、はっきり確認はしておらな

かったのですが、たしか半年ぐらいあったかと存じます。ですので、これを年度またいで

もまた使えるような形というふうにしておりますけれども、このハマナス商品券の使用期

限、この期限まで使用できるといったところの商品券を交付するという考え方をもって今

現在進めているところでございますので、ご理解いただきたいと存じます。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 前回26年度より非常に進歩的といいますか、親切な対応、前でしたら上げる

から来いというような、最低でも２度ぐらい手間かかっている。今度は、印鑑か何か持っ

てくるようにというような、文書の中に多分書いてあると思うのですけれども、一度で済

ませるという、非常にタイムリーで、これからもますます寒くなってくると思います。そ

ういう方法ですと、独居の方も非課税の対象の家の方も非常に喜ばしいことでありがたく

いただけるのではないかなというふうに思っています。 

 ハマナス商品券、農協や何かも使用可能ということで理解してよろしいでしょうか。そ

れを１点お伺いしておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 ただいまのハマナス商品券のＪＡうらほろが使用可能かどうかとい

うことのご質問でございますけれども、先週の水曜日、ＪＡうらほろの事務所に伺いまし

て、この券につきましては当初から使えるということは存じ上げてはいたところなのです

けれども、このたびの商品券で福祉灯油事業にかわる高齢者等の生活支援、この給付事業、

これはやるという挨拶を込めまして、ＪＡうらほろのほうに挨拶がてら伺いまして確認し

たところでございますので、使用できるということになってございます。 
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 以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 説明資料の38ページ、大きい４番の雑入の部分でございますけれども、産炭

地総合発展基金活用事業の対象になったということで、大変ありがたいことだと思ってお

ります。この事業につきましては、既にご承知のように浦幌町につきましては平成19年か

らの運用を始めて、今年度、30年度で終わりだというふうに承知をしているわけですが、

その間事業費において６億9,400万円ぐらい、補助については５億3,000万円を超す事業を

やってきているということで、これだけの財政難の中でこれだけの支援を12年間にわたっ

て受けてきたということに対しては本当にありがたかったなと思っているのですが、町民

の皆さんにもこの内容についてある程度知ってもらう必要があるかなということで、でき

れば概略でいいですが、経過について説明をいただきたいなと思うところです。 

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 ただいまのご質問ですが、まず産炭基金の概要とこれまでの

経過なのですけれども、産炭基金につきましては国が進める中で産炭地域総合発展基金を

造成して、それを活用して産炭地域の振興を効率的に図っていくということでつくられた

基金でございます。その基金におきましては、ただいま杉江議員からおっしゃるとおり、

浦幌町におきましていろんな事業を行ってきたわけなのですけれども、２つの基金がござ

いまして、１つには産炭地域活性化基金ということで、俗に言う旧基金と言われているも

のでございます。これにつきましては、釧路市を含む１市４町ということで、釧路市のほ

かには釧路町、厚岸町、白糠町、浦幌町の４町での市町村のそれぞれ基盤整備事業への助

成を行ってきたということで、平成19年度から、それから平成23年度まで事業を行いまし

て、これまで教育関連、道路整備、それから環境整備や観光資源等の整備を行いまして、

トータルで浦幌町の配分額としては３億2,250万円あったわけなのですけれども、この助成

額を使い切ったという形で23年度で全額取り崩しを行ってきているというところでござい

ます。また、もう一つの新産業創造等基金ですけれども、こちらのほうは新基金と言われ

ているものですけれども、同じく１市４町の新産業創造等への助成ということで、これに

つきましては本町への配分が２億930万円ということでございましたので、平成21年度から

30年度までということで、今年度が使い切る最終期限となってきたものですから、21年度

からは農産物の雪氷貯蔵庫、それから木質ペレットの製造工場、また新たな高付加価値の

コロッケ等の製造工場ということで民間企業から提案のありました事業に対しまして、助

成ですけれども、３分の２の助成率という中で行ってまいりました。新産業につきまして

は、30年度で全ての基金を取り崩すという予定だったものですから、30年度の事業者を募

った段階で民間からの提案がございませんでしたので、最終年度ということもございまし

たので、町が実施する事業ということでうらほろスタイル複合施設の整備事業と、それと

森林公園の環境魅力づくり事業、この２事業に対しましてそれぞれごらんの金額の助成金
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を充てまして、トータルでこの21年度から30年度までで２億930万円の全ての基金を取り崩

して事業が完了したという状況でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 今説明いただきましたように、12年間で５億3,000万円を超す補助金が出たと

いう中で、先ほどもお話ありましたように民間に対しましても合わせて３つの事業所に１

億8,000万円ぐらいの補助金が行っているという事業であります。それで、その点なのです

が、せっかくの貴重な浄財を民間にも支援したわけですから、今後もやはり元気にやって

いるかいというだけでなくて、町としてはきちっと見守りあるいは支援が必要な部分、そ

ういう面もこれからもずっと見続けていく必要があるなというふうに思っております。こ

の点について、町長でもいいですけれども、お考えを伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 済みません、お時間をとらせまして申しわけございません。ただいまの杉

江議員のご質問についてお答えをさせていただきたいと思います。 

 産炭地域総合発展基金ということで、おっしゃるとおり平成８年から造成された基金を

旧基金、新基金と併用しながら行ってきた中で、そういった面では町の基盤整備における

基金の活用、そして町内民間企業におきます産業の活性化に対応する基金の活用というこ

とで、それぞれ先ほど来説明させていただいたとおりの事業展開を行ってきたということ

でございます。このことにつきましては、基金の活用についてはそれぞれ町の予算の中で

基金を受け入れをしながら、そして助成を行っていくということの中で、予算審査の中で

もいろいろご論議をいただいたところでもございます。そういった中にありまして、基金

については当初の目的でありました造成の運用ということで、その基金の取り崩しを図り

ながら行ってきたということでございますので、そういった面ではある一定の目的を達し

たのかなと。全体の形ではございますけれども、基金の性格からしてはそういったことで

達していったのかなというふうなことで、本町においても捉えているところでございます。 

 また、先ほども町の基盤整備にも活用させていただいたということでございますので、

財政的な分としては本当にそういった面では有効な活用もさせていただいたということ

で、このことがいろんな面で効果的にもあらわれていくのではないかというふうには捉え

ているところでございます。ただ、地域の産業の経済の発展という部分では、その活性化

を図るということにつきましては、今後もこの検証をしながらどういった効果があるかと

いうことについては当然おっしゃる責務として検証という部分が必要なのだろうというふ

うに思いますし、また町といたしましても各条例を設けまして現在のところも、金額的に

は大きな分としてはなり得ていない部分もありますけれども、ただそれぞれ地域の活性、

産業の活性化については条例を整備しながら、そういったものも対応しているといったこ

ともございます。この産業の活性化については、これをもって終えるということではなく
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て、その後のどのような効果をもたらすかということも踏まえて、また時代とともに経済

の環境も変わってきますので、そういった中ではどういったものがなり得るかということ

については今後の大きな一つの課題にはなるのだろうというようなことで、この発展基金

についても検証しながら、検討できる部分があるかどうか、調査研究というようなことで

の課題になろうかというふうには捉えているところでございます。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 産炭地の発展基金につきましては、議員がおっしゃるとおり当初大変町財政

厳しい折でありましたけれども、旧基金、新基金ともに国と北海道、そして各町村、４町

村と言いましたけれども、合併しまして、当初は６町村との基金造成でありました。その

中でそれぞれつくっていきまして、その活用については旧基金については当初原資の取り

崩しは許されない基金でありまして、農業基盤整備等々にも最初使わせていただきました。

そういう面では、当初４分の１の基金でありましたけれども、途中で90％使っていいとい

うそれぞれの基金の使いやすさというものが出てまいりまして、それぞれ使わせていただ

きました。また、新基金については本来は新産業に値する企業でなければ基金を使えない

ということでありましたけれども、なかなか地域、そういう小さな自治体については新産

業だけでは使えないということがありまして、これも原資の取り崩しをしながらそれぞれ

過疎地の産炭地域、旧産炭地域に資する事業であれば使ってもいいよというように、両基

金それぞれ基金の発展というか、使いやすさを要請をしながら、町としては完全に使わせ

ていただいたという状況であります。そういう面では、単に19年度からありました事業は

かなりの数で上がっておりまして、本当に農業の基盤整備から始まって企業は大変活用さ

せていただいたのかなというふうに思いますし、そういう面ではまさに産業の発展に値し

た基金だろうなというふうに思って使わせていただきました。 

 当初からこの基金については５年間という制約がありまして、５年以内に使い切るとい

うことが条件でありました。そういう面では、旧基金が終わって新基金もようやく30年度

で使い切らないとならないという枠組みの中で、このたび最終年度は町の事業として使わ

せていただいたということであります。産炭地の基金については、残っているのはあと釧

路市だけということでありまして、この釧路市が本当は30年で終わるのですけれども、使

い切れないということで31年度まで延びるというような事業でありました。浦幌町として

は、30年度でぎりぎりのところで使い切らせていただいたという状況でありまして、そう

いう面では大変厳しい折にこの基金を使わせていただきながらいろんな事業をやってこれ

たということには本当に感謝をしたいなというふうに思っておりまして、浦幌町自体では

基金５億円ずつあるわけですけれども、本当にささやかなといいますか、浦幌自体はそれ

ほど積んでおりませんので、この基金については大変ありがたい基金で、町の活性化につ

ながったのかなというふうに思っているところであります。この基金がなくなったといっ

ても町の産業それぞれの活性化については、まだ違う基金というか、違う一般財源も含め

て活性化に値するものについては議員の皆様とそれぞれ相談させていただきながら、予算
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の中で計上していくということになるだろうと思います。そういう面ではご理解をいただ

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。 

（「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１９ 議案第７２号 

〇田村議長 日程第19、議案第72号 平成30年度浦幌町町有林野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。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、補正予算書の22ページをごらん願います。あわせまして議案

説明資料46ページをごらん願います。議案第72号 平成30年度浦幌町町有林野特別会計補

正予算。 

 平成30年度浦幌町の町有林野特別会計補正予算（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39万1,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ１億1,462万4,000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30年12月３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、総括につきまして

も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、立木売払収入、前年度繰越金の確定とそれに伴います

基金繰入金の補正並びに人事院勧告による職員の給与改正に伴う人件費及び消費税の確定

申告に伴う納税額の補正でございます。 
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 次のページをごらん願います。２、歳入、２款財産収入、２項財産売払収入、１目不動

産売払収入202万6,000円を追加し、1,385万6,000円。 

 ３款繰入金、２項１目基金繰入金890万5,000円を減額し、2,193万9,000円。 

 ４款１項１目繰越金727万円を追加し、728万円。 

 ３、歳出、１款１項１目財産管理費39万1,000円を追加し、2,168万3,000円でございます。 

 以上で補正予算の説明を終わらさせていただきますので、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２０ 議案第７３号 

〇田村議長 日程第20、議案第73号 平成30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。 

〇鈴木町民課長 別冊の議案書は26ページ、あわせまして説明資料は47ページをお開き願

います。議案第73号 平成30年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算。 

 平成30年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計補正予算（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57万2,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ８億3,221万1,000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30年12月３日提出、浦幌町長。 

 次の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、総括は説明を省略させていただきます。 
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 29ページをごらん願います。今回の補正は、国保制度改革に伴うシステム改修による国

保連への負担金と道からの特別交付金、人事院勧告による給与改正に伴う人件費及び十勝

市町村税滞納整理機構運営に係る分担金確定による十勝圏複合事務組合分担金の補正の内

容でございます。 

 ２、歳入、３款道支出金、１項道補助金、１目保険給付費等交付金27万円を追加し、５

億2,283万8,000円、特別交付金の追加でございます。 

 ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金30万2,000円を追加し、6,326万

6,000円、一般会計からの職員給与費等繰入金でございます。 

 30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

48万3,000円を追加し、2,849万2,000円、人事院勧告による人件費及びシステム改修による

負担金の追加補正です。 

 ２項徴税費、１目賦課徴収費８万9,000円を追加し、243万7,000円、十勝圏複合事務組合

分担金の補正でございます。 

 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。 

（「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２１ 議案第７４号 

〇田村議長 日程第21、議案第74号 平成30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。 

〇鈴木町民課長 議案書31ページをごらん願います。議案第74号 平成30年度浦幌町後期

高齢者医療特別会計補正予算。 

 平成30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） 
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 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１万8,000円を減額し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ8,539万1,000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30年12月３日提出、浦幌町長。 

 次の32ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに33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。 

 34ページをごらん願います。今回の予算補正は、人事院勧告による給与改正に伴う人件

費の補正内容でございます。 

 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１万8,000円を減額し、

3,491万円、一般会計からの事務費繰入金の補正でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費１万8,000円を減額し、710万

1,000円、人事院勧告による人件費の補正内容でございます。 

 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。 

（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７５号 

〇田村議長 日程第22、議案第75号 平成30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。 

〇鈴木町民課長 議案書35ページをごらん願います。議案第75号 平成30年度浦幌町介護

保険特別会計補正予算。 

 平成30年度浦幌町の介護保険特別会計補正予算（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６万1,000円を追加し、歳入歳出の総額
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を歳入歳出それぞれ６億7,725万6,000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30年12月３日提出、浦幌町長。 

 次の36ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに37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。 

 38ページをごらん願います。今回の予算補正は、人事院勧告による給与改正に伴う人件

費の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６万1,000円を追加し、

１億1,938万9,000円、一般会計からの繰入金の補正でございます。 

 続きまして、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12万8,000円を追加し、1,591万2,000円。 

 ４款地域支援事業費、２項包括的支援事業費、１目地域包括支援センター運営事業費７

万1,000円を減額し、1,834万8,000円。 

 ３目認知症総合支援事業費4,000円を追加し、568万1,000円。 

 ２つの目ともに人事院勧告による人件費の補正内容でございます。 

 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２３ 議案第７６号 

〇田村議長 日程第23、議案第76号 平成30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。 

 町立診療所事務長。 

〇新川診療所事務長 補正予算書40ページ、説明資料につきましては48ページをお開き願

います。議案第76号 平成30年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算。 
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 平成30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95万9,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ２億8,239万4,000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30年12月３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次のページの歳入歳出

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。 

 43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95万9,000円を追加し、8,809万8,000円。 

 ３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費５万9,000円を減額し、4,903万1,000円、 

人事院勧告による給与改正に伴う人件費の追加補正でございます。 

 ２目医業費101万8,000円を追加し、２億2,720万8,000円、説明資料に記載しております

給与改正と代替放射線技師及び臨時看護師の賃金を追加補正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。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２４ 議案第７７号 

〇田村議長 日程第24、議案第77号 平成30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44ページをごらん願います。議案第77号 平成30年

度浦幌町公共下水道特別会計補正予算。 
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 平成30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から歳入歳出それぞれ３万円を減額し、歳入歳出の総額を

歳入歳出それぞれ２億8,213万2,000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30年12月３日提出、浦幌町長。 

 45ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに46ページ、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。 

 47ページをごらん願います。２、歳入、５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金３万円を減額し、１億4,428万1,000円。 

 ３、歳出、２款事業費、１項１目下水道建設費３万円を減額し、8,885万8,000円。 

 今回の補正につきましては、人事院勧告等に伴います給与の改正に係る人件費の更正減

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77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７８号 

〇田村議長 日程第25、議案第78号 平成30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 議案書の48ページをごらん願います。議案第78号 平成30年度浦幌町個

別排水処理特別会計補正予算。 

 平成30年度浦幌町の個別排水処理特別会計補正予算（第２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7,000円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ5,006万1,000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30年12月３日提出、浦幌町長。 

 49ページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに50ページ、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。 

 51ページをごらん願います。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7,000円を追加し、2,675万5,000円。 

 ３、歳出、１款総務費、２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費7,000円を追加し、

2,150万5,000円。 

 このたびの補正につきましては、人事院勧告等に伴います給与の改正に係る人件費の追

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。 

 これより議案第78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７９号 

〇田村議長 日程第26、議案第79号 平成30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 議案書の52ページをお開き願います。議案第79号 平成30年度浦幌町簡

易水道特別会計補正予算。 

 平成30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） 
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 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ４億555万9,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成30年12月３日提出、浦幌町長。 

 53ページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに54ページ、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。 

 55ページをごらん願います。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８万円を追加し、１億6,101万6,000円。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費８万円を追加し、3,069万7,000円。 

 人事院勧告等に伴います給与の改正に係る人件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。 

 これより議案第79号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎休会の議決 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 お諮りをいたします。あすから12月８日までの５日間、議事の都合により休会とし、12月

９日午後１時30分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12月８日までの５日間、議事の都合により休会とし、12月９日午後１

時30分から本会議を開くことに決定をいたしました。 

 なお、12月９日は休日における日曜議会として会議を開くことにしております。理事者

及び説明員の皆様には、傍聴機会の拡充という趣旨をご理解いただき、よろしくお願いを

したいと思います。 
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    ◎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０６分 


