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平成１９年第１回浦幌町議会定例会（第１号） 
 
平成１９年 ３月 ５日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 
散会 午前１１時４０分 

○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 常任委員長報告 
 日程第 ６ 行政報告（町長） 
 日程第 ７ 議案第 ４号 浦幌町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に

ついて 
 日程第 ８ 議案第 ５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 ９ 議案第 ６号 浦幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成

に関する条例の一部改正について 
 日程第１０ 議案第 ７号 浦幌町生活館設置及び使用管理条例の一部改正について 
 日程第１１ 議案第 ８号 浦幌町児童育成計画策定委員会設置条例の一部改正につい 
              て 
 日程第１２ 議案第 ９号 浦幌町児童デイサービスセンター設置及び管理条例の一部

改正について 
 日程第１３ 議案第１０号 浦幌町養護老人ホーム設置条例の一部改正について 
 日程第１４ 議案第１１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１５ 議案第１７号 損害賠償の額を定め、和解することについて 
 
○出席議員（１６名） 
    １番  森     秀  幸     ２番  杉  江     博 
    ３番  福  原  仁  子     ４番  差  間  勝  男 
    ５番  河  内  富  喜     ６番  野  村  俊  博 
    ７番  岡  田  愛  啓     ８番  阿  部     優 
    ９番  高  橋  利  一    １０番  田  村  寛  邦 
   １１番  松  井     泉    １２番  森     啓 之 介 
   １３番  岸  田  武  雄    １４番  島  田  辰  彦 
   １５番  山  田  道  夫    １６番  水  沢  一  広 
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     保健福祉課長   上  村  健  二 
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     上浦幌支所長   田  中  邦  夫 
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    教育委員会 
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     教 育 長   大  谷  宣  征 
     教 育 次 長   後  藤  秀  彦 
 
    農業委員会 
     会 長   塚  田     実 
     事 務 局 長   河  村  七五三喜 
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     代表監査委員   石  丸  晴  朗 
 
○出席議会事務局職員 
     局 長   門  馬  孝  敬 
     係 長   増  子  礼  子 
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開会 午前１０時００分 
     ◎開会の宣告 
○水沢議長 ただいまの出席議員は、16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 19 年第 1 回浦幌町議
会定例会を開会いたします。 
 
     ◎開議の宣告 
○水沢議長 直ちに本日の会議を開きます。 
 議事については、配布しております日程表により進めますので、よろしくお願いいたし

ます。 
 
     ◎日程第１ 議会運営委員長報告 
○水沢議長 日程第 1、議会運営委員長報告を許します。 
 田村委員長。 
○田村議会運営委員長 議会運営委員会報告を申し上げます。 
 第 1 回町議会定例会の運営につきまして、去る 2 月 26 日、議会運営委員会を開催いた
しましたので、その協議の結果の内容についてご報告を申し上げます。 
 26日には、正副議長の出席をいただき、町理事者から今定例会に提案予定の議案内容の
説明をいただき、日程及び運営について、全委員の出席のもと、それぞれ協議をいたしま

した。 
 議案等の提案件数につきましては、町長提案は、条例の一部改正、浦幌町公の施設の指

定管理者の指定について等、一般議案が 14件、平成 18年度浦幌町一般会計及び特別会計
補正予算 10件、平成 19年度浦幌町一般会計及び特別会計予算 10件と浦幌町固定資産評
価審査委員会委員の選任についての同意案件 1件が予定されております。 
 議会提案は、発議、意見書、所管事務調査等を予定しております。 
 なお、本日の日程は、諸般の報告、常任委員長報告、行政報告等を受けたのち、議案第

4 号から議案第 11 号までの条例の一部改正の 8 件、議案第 17 号 損害賠償の額を定め、
和解することについてのあわせて 9件の審議をくださいますようお願いを申し上げます。 
 また、一般質問は、9 日、金曜日を予定しておりますので、議員各位には、活発なる議
論をお願い申し上げますとともに、明日 6日午後 3時までの一般質問通告期限となってお
りますので、一人でも多くの方の通告がなされますようお願いを申し上げます。 
 9 日、金曜日は、一般質問終了後、議案第 18 号から議案第 27 号までの平成 18 年度一
般会計及び特別会計補正予算 10件と議案第 28号 平成 19年度一般会計予算の審議を予定
しております。 
 なお、議案第 18 号 平成 18 年度一般会計補正予算案につきましては、細分化して提案
をいただき、質疑が十分行われるように議長に要請を行ってございます。 
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 平成 19年度の新年度予算案については、平成 16年 8月 30日の議会運営委員会におい
て、委員会中心の運営から本会議中心の議会運営を、今任期中試行するとの申し合わせ事

項としており、今任期最後の新年度予算の審議におきましても、会議規則第 55 条、質疑
は、同一議員が同一の議題について、3 回を超えることができないという規定を適用しな
いで、本会議において十分な審議をいただくことといたしましたので、ご協力とご理解く

ださいますようお願い申し上げます。予算審査の進め方及び説明要領等については、別途

お知らせしているとおりでございますので、ご了解をお願いいたします。 
 以上の内容を踏まえ、会期は本日 5日、月曜日から 16日、金曜日までの 12日間でお願
い申し上げます。 
 次に、会議録署名議員につきましては、順番に指名くださいますように議長に申し入れ

を行っております。 
 以上、議会運営委員会において協議をした結果の報告といたします。議員各位のご協賛

とご賛同を賜りますよう、心からお願いを申し上げまして、議会運営委員長報告といたし

ます。 
○水沢議長 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 
○水沢議長 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 118条の規定により、7番、岡田愛啓議員及び
8番、阿部優議員を指名いたします。 
 
     ◎日程第３ 会期の決定 
○水沢議長 日程第 3、会期の決定を議題といたします。 
 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から 3月 16日までの 12日間といたしたい
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〕 
○水沢議長 異議なしと認めます。 
 よって会期は、本日から 3月 16日までの 12日間と決定いたしました。 
 
     ◎日程第４ 諸般の報告 
○水沢議長 日程第 4、諸般の報告を事務局長より行わせます。 
○門馬議会事務局長 報告いたします。 
 今期、議会の説明員につきましては、2月 19日付けをもって町長並びに教育委員長、農
業委員会長、監査委員に出席の要求をいたしております。 
 次に、1 月 30 日から 3 月 4 日までの議長等の動静につきましては、諸般の報告として
お手元に配布しておりますので、ご了承願います。 
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 次に、監査委員より平成 18年 11月分から平成 19年 1月分の現金出納検査報告につい
て、地方自治法第 235条の 2第 3項の規定により報告がありました。お手元に配布してお
りますのでご了承願います。 
 以上でございます。 
○水沢議長 これで諸般の報告を終わります。 
 
     ◎日程第５ 常任委員長報告 
○水沢議長 日程第 5、常任委員長報告を許します。 
 産業建設常任委員会、岡田委員長。 
○岡田産業建設常任委員長 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。 
 浦幌商工事業協同組合は、今年度をもって高齢者生産活動センターの委託業務から撤退

することを決定し、これに伴い、業務委託貸付金の返済不能問題が生じた。 
 議会としては、平成 13 年度に貸付金方式に変更する時点で、損失金を問題として理事
者の説明を求め、その時点では、双方合意により 5カ年の生産販売計画を樹立し増産体制
を推進する中で、債務を解消するとのことでありました。また、貸付金の返済は、組合員

全員の連帯保証により契約し、その返済保証を確約しているとの説明があり、議会として

は認めてきた経緯があります。 
 したがって、今、なぜこのような問題が生じるのか大変疑問に思うところであるが、議

会としては、さらに真相を明らかにしなければならないと判断し、産業建設常任委員会と

して、議会閉会中に所管事務調査を行いました。 
 当委員会は、3 回にわたり調査を行い、町理事者からの説明並びに受託者である浦幌商
工事業協同組合の副理事長・専務理事を参考人として出席を求め、内容の把握に努めまし

た。 
 主な経過については省略し、議会としては、委託金、貸付金について何度も取り上げ協

議をしてきた経過がある。せっかく委託金から貸付金に移行し業績の回復を期待してきた

が、その後このような結果になり議会としても大変残念な思いである。 
 貸付金について、町が全額返済の返済計画の提出を求めたことに対して組合は、貸付金

の返済に応じられない理由について次のように述べている。 
 1、借入金 4,400万円は、業務委託契約の中で発生したものである。2、委託契約は、当
組合の決算は、単年度で処理されるべきであり、利益が出た場合は、その一部を町への積

立金として処理する。欠損が出た場合は、双方で協議して年度ごとに決済する内容と判断

される。損失が出た年度の欠損金について、町と当組合双方がその処分方法について協議

した経緯はない。したがって、今後協議が必要であり返済計画は提出しない。このように

町の求める要請に対し回答している。 
 組合の回答の根底には、認識の違いや受けとめ方の違いがあり、結果としてこのことが

 - 5 -



貸付金問題の根本的立場の違いになっている。特に、昭和 57 年度より振興公社から事業
受託した当初から双方受けとめ方には大きな認識の違いがある。 
 町は、「組合は、中小企業協同組合法に基づき設立された法人であり、定款に基づき運営

されてきた。また、業務委託契約書及び覚書に沿って業務が行われてきており、営業努力

によって利益を生み出す独立採算の法人である事業組合に業務を委託した」との考えであ

り、一方組合は「事業主は町であり、町がセンター長を配置しその指導に基づき、町が行

うべき業務の生産販売部分を受けてきた。また、利益の一部は町に基金として還元した赤

字が出た分は、当然町が負担するもの」との認識である。 
 議会としては、これまでの経過の中で当然組合は、「独立採算の法人」として認識してお

り、今この時に至りなぜこのような認識の違いがあるか判然としない。また、損失金の処

理については、覚書に「情勢上やむを得ないものについては、双方協議するものとする」

とあるが、「情勢上やむを得ない」のとらえ方でも、町は「地震等で壊れたとか、災害等で

出荷できなかった場合は、特別な例として協議する。通常の営業の中で起きた損失につい

ては、情勢上やむを得ないものに入らない」とし、組合は、「市場価格の大幅な変動や高圧

殺菌釜の故障等予期せぬ出来事による損失等解釈の仕方によってはどのようにもとれる」

と双方解釈に違いがある。したがって、この解釈の違いから、これまで覚書に基づいて一

度も協議の場がもたれてこなかった。 
 「情勢上やむを得ないもの」について覚書締結時に「何がやむを得ないものなのか」双

方協議されていたのか明らかでない。したがって、今日に至り、このことが大変大きな問

題となっている。 
 その他、利益剰余金の特別積立金や教育情報費等が最終的にどのように処理されていた

のか、センター長の業務内容について双方の説明に食い違いがあるが、実態はどうだった

のかの問題について、十分に明らかにすることはできなかった。また、受託及び借入金の

当事者である組合は法人として本来その責任が求められているにもかかわらず、その自覚

が乏しかったのではないか。 
 一方、委託者の町は、組合に対し指導的立場にあるが、十分なサポートをこれまでやっ

てきたのか疑問である。貸付金の手続に一部適正を欠く処理がされ、結果としてその対応

のまずさによって問題を長引かせたのではないかと感じたところでもある。 
 今回の所管事務調査において、限られた時間と権限で全てを明らかにするには限界があ

ったが、以上のとおりこれまでの経過と問題点を一定程度整理しました。 
 いずれにしても、4,400 万円の公金である貸付金が償還されない状態になれば大きな問
題である。返済期限にまだ時間があるので双方精力的に話し合いを進めるべきであり、今

後は、双方弁護士など第三者に委ねて協議をすることで合意しており、その体制を早急に

整え、真摯な話し合いにより町民の方々が納得いく結論を一刻も早く出すよう求め、産業

建設常任委員会報告にかえさせていただきます。 
○水沢議長 これで常任委員長報告を終わります。 
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     ◎日程第６ 行政報告 
○水沢議長 日程第 6、行政報告を許します。 
 町長。 
○八木町長 報告いたします。 
 1の行政報告、平成 19年 1月 30日から 3月 4日までの町長等の動静につきましては、
記載のとおりですのでごらんおきいただきたいと思います。 
 2、建設工事入札結果について、旧厚内中学校内部改修工事外 1 件について、記載のと
おり入札を行っております。 
 3、その他ですが、数点報告させていただきます。 
 最初に、町立診療所における医療過誤に係る和解について報告いたします。 
 平成 17年 1月初旬の町立診療所における入院患者様への医療過誤については、平成 17
年第 1回町議会臨時会で、また、平成 18年 5月 11日にご遺族より損害賠償請求事件とし
て釧路地方裁判所帯広支部に提訴されましたことについては、平成 18 年第 2 回町議会定
例会において、それぞれ報告させていただいておりますが、この度、釧路地方裁判所帯広

支部より町及びご遺族、双方に和解案が提示されたところであります。 
 提訴後は、弁護士を通じ数度の書面尋問等が行われてきましたが、損害賠償請求事件の

取扱いにおいて和解案提示まで約 10 カ月間の長きにわたり、ご遺族に計り知れない不安
をおかけいたしましたことに深くお詫びを申し上げる次第であります。 
 和解案の内容につきましては、町がご遺族に対して和解金の支払義務の責を負うもので、

医師賠償責任保険の加入者及び保険請求権を有する町が保険会社から和解金相当額を受け

て賄うものであります。あってはならない事故であり、患者様の人命を預かる身として、

事実を真摯に受け止め、更に医療対策マニュアルの徹底を心がけ、町民、患者様に安心し

ていただけるよう、なお一層努力することが、ご遺族に対しましての償いと思う所存であ

ります。 
 なお、和解にあたって地方自治法上から町議会の議決を賜らなければならず、関連議案

及び保険金の会計処理から関連予算の補正案を本定例会に提出しておりますのでよろしく

お願いいたします。 
 以上、町立診療所における医療過誤に係る和解についての報告といたします。 
 次に、中山間地域等直接支払交付金等交付事業に係る補助金の返還について報告いたし

ます。 
 中山間地域等直接支払交付金等交付事業は、中山間地域等において農業生産の維持を通

じて多面的機能を確保する観点から、平地地域との生産条件の格差について交付金を支払

うという趣旨のもと、日本に初めて導入された直接支払制度であり、本町においては、制

度導入年度である平成 12年から実施してきたところであります。 
 本町における対象地域は、年間積算気温が 2,300度未満、草地比率が 70％以上という基
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準に該当する旧大津村区域であり、その範囲の豊北、静勝、厚内、直別の 4地区において
本事業に取り組んでおります。 
 交付金の対象となる活動は、水路・農道やシカ防護柵の維持管理等の農業生産にかかる

活動、廃プラスチックの共同処理や集会所の環境整備、農家看板の設置等、地域の多面的

機能を増進する活動であり、これにより地域における耕作放棄地発生の防止や環境意識の

向上等が図られてきたものであります。 
 しかしながら、平成 18 年度に本事業に対する会計検査院の全国的な実地検査が実施さ
れ、制度の趣旨、内容について都道府県及び市町村の理解が不十分であり、対象農用地の

選定が適切に行われていないなど、制度の適切な実施が確保されていない旨の指摘がなさ

れました。 
 これを受けて農林水産省から各都道府県に対し、制度の適切な実施について各市町村に

おける実態調査を実施するよう指導があり、本町においても北海道の実態調査を受けたと

ころであります。 
 対象農用地の選定に当たっては、農用地区域内の現況農地を全て対象農用地としており

ましたが、河川敷地や国・道有地等については不適切という指摘があり、これに係る交付

金の返還をしなければならないことになりました。返還する交付金の額は、6 年間の累計
不適切面積 687ヘクタールに相当する交付金 772万 9,000円であり、この償還金について
は、本定例会に補正予算を提案しておりますので、よろしくお願いいたします。 
 以上、中山間地域等直接支払交付金事業に係る補助金の返還についての報告といたしま

す。 
 次に、釧路産炭地域総合発展基金、旧基金の取り崩しについて報告いたします。 
 このことにつきましては、昨年の第 4回町議会定例会において、首長会議で配分枠につ
いて合意がなされ、基金運用がされる予定である旨の報告をさせていただきましたが、そ

の後、助役会議で合併前の釧路管内阿寒町、音別町を含む関係 7市町で頭割りする「均等
割」と、出炭量や人口等を加味した「閉山影響割」を基本に協議し、昨年 12 月に、釧路
市案が出されましたが、均等割にはほど遠いということで 4町が反発し、各町ごとに具体
的な金額を示しながら配分案を協議してきました。その結果、完全な均等割ではなく、人

口や財政規模を加味したもので、釧路市と 4町の折衷案が提示され、首長会議で合意に達
しました。 
 配分の内訳については、49 億 2,500 万円のうち浦幌町の割当ては、総体の 6.55％に当
たる 3億 2,251万円余りで、希望事業の事業費に対し 4分の 3の補助となり、地域振興に
活用すべく５カ年計画を立て有効に利用したいと考えております。 
 以上、釧路産炭地域総合発展基金、旧基金の取り崩しについての報告といたします。 
 次に、帯広浦幌間の路線バスの廃止に伴う都市間バス帯広釧路線の代替交通について報

告いたします。 
 昨年 12月の第 4回町議会定例会及び本年 1月の第 1回町議会臨時会で経過等を報告さ
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せていただいておりますが、帯広浦幌線の廃止については、2月 20日に市町村、十勝支庁
及びバス会社からなる十勝支庁生活交通確保対策協議会において協議が整い、十勝バス株

式会社から北海道運輸局に対し、本年 3月をもって路線を廃止する申請がなされたところ
です。 
 これに伴う代替路線については、帯広浦幌線の廃止協議と並行して進めてきており、本

年 1 月 30 日付けで十勝バス及び釧路バス株式会社から北海道運輸局に対し、都市間バス
帯広釧路線の路線変更認可申請が出され、今月末にも正式に認可される予定となっており、

4 月からは、本町内において帯広釧路都市間特急バス「すずらん号」の上下線ともに乗車
も降車もできることになります。 
 道路占用許可等の関係で、協議中の段階にあるものもありますが、本町として要望した

事項が概ね反映される予定となっております。 
 2月 26日に町民の皆様には、広報うらほろでお知らせいたしましたが、バス停留所は、
市街地が宝町、桜町、光南の 3カ所、吉野に 1カ所、合計 4カ所に設けられ、帯広市内に
おいては、帯広協会病院と帯広厚生病院での乗降ができるようになります。 
 運賃については、帯広までが片道 1,000円、幕別までが 700円、市街地から吉野及び豊
頃までは 400円となる予定です。 
 また、帯広浦幌間の運行時間帯は、帯広方面へは浦幌 7時 53分発 8時 55分着、12時
33分発 13時 35分着、15時 48分発 16時 50分着、20時 23分発 21時 25分着で、帯広
からは 7時 05分発 8時 05分着、11時 05分発 12時 05分着、14時 55分発 15時 55分
着、19時発 20時着となります。 
 町民の方には、事前予約制という手間がかかる面もありますが、現行の路線バスよりも

便数が増え、さらに帯広までの時間短縮が図られるということでご理解を賜りたいと考え

ております。 
 また、路線バスの運行に当たっては、現代の車社会を背景にどこも経営的に厳しく、こ

の都市間バスについても同様の状況であり、今般の路線計画変更に伴い、財政的な支援を

求められました。町民の生活交通を確保するという観点から、これまでの帯広浦幌線の維

持に対して支援してきた範囲内において支援することとし、新年度予算として本町議会定

例会に提案しておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 
 以上、帯広浦幌間の路線バスの廃止に伴う都市間バス帯広釧路線の代替交通についての

報告といたします。 
 次に、救急排水施設管理運営業務について報告いたします。 
 北海道開発局が設置しております朝日救急排水施設、十勝太救急排水施設及び愛牛の救

急内水大津地区基地につきましては、開発局が財団法人河川環境管理財団に委託して管理

運営をしておりますが、平成 19 年 4 月以降、町に管理運営業務を委託したい旨の依頼が
ありました。 
 管理運営の主な業務は、救急排水施設の運営、機材の点検及び施設の操作等になります
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が、町としては、現状のままの管理運営をお願いしてきたところですが、協議の中で、開

発局側から技術的な指導等も行うので、是非了承願いたいとの強い要請があり、地域住民

の安全対策に係る重要な施設でありますので、町として委託を受けることを了承したとこ

ろです。今後、詳細な協議を行い、4 月以降の管理業務に万全を期して参りたいと考えて
おります。 
 また、予算の関係につきましては、北海道開発局からの委託料等が決定した後、第 2回
町議会定例会に補正予算を提出したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
 以上、救急排水施設管理運営業務についての報告といたします。 
 次に、公用車の自損事故について報告いたします。 
 2月 5日、午前 10時頃、巡視のため十勝太浄水場に向かってライトバンを運転していた
業務委託業者の職員が、アイスバーン路面でスリップし、自損事故を起こしました。 
 この事故により、当該職員には怪我はなかったものの、公用車の足まわり及び車体フレ

ームが損傷しました。委託業者に対しては、直ちに、交通安全の徹底と作業時における始

業点検や安全確認を図るよう指導しました。 
 なお、公用車については、業務に支障が生じないよう早急に修理に出し、修理代につき

ましては、保険により対応したところです。 
 今後につきましては、職員も含めて更なる交通安全の徹底に努めて参りたいと思います。 
 以上、公用車の自損事故についての報告といたします。 
 以上、行政報告とさせていただきます。 
○水沢議長 これで行政報告を終わります。 
 
     ◎日程第７ 議案第４号 
○水沢議長 日程第 7、議案第 4 号 浦幌町職員の勤務時間、休暇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。 
 説明を求めます。 
 総務課長。 
○山田総務課長 議案第 4号 浦幌町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に
ついて。 
 浦幌町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定め

る。 
 平成 19年 3月 5日提出、浦幌町長。 
 この一部改正する条例につきましては、職員の勤務時間は、条例で定めることとなって

おり、管内的にも週休 2日制になる際に、1週間あたり 38時間 45分とされたところであ
ります。地方公務員法第 24条第 5項の規定では、「国及び他の地方公共団体の職員との間
に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない」となっており、地方公務

員の勤務時間についても国準拠の考えであります。 
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 また、平成 18年 12月 26日付、総務省自治行政局公務員部公務員課長より通知があり、
勤務時間が 1 週間あたり 40 時間を下回っている地方公共団体にあっては、速やかに 1 週
間 40 時間となるよう適正化を図ること及び休息時間を廃止することが求められたところ
であります。 
 このことから、1 週間の勤務時間を 38 時間 45 分から 40 時間とし、現行の有給の休息
時間 1 日につき 15 分を廃止する改定を行うものであります。なお、この改正に伴い、就
業時間が午前 8時 30分から終了時間が午後 5時 30分となり、休息時間、いわゆる昼休み
は、12時より 1時までの 1時間となり、1日の実勤務時間は、8時間となります。それで
は、朗読いたします。 
 浦幌町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。 
 浦幌町職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成 7年浦幌町条例第 2号）の一部を次
のように改正する。 
 第 2条第 1項中「38時間 45分」を「40時間」に改める。 
 第 3条第 2項中「7時間 45分」を「8時間」に改める。 
 第 7条の見出しを削り、同条を次のように改める。 
 第 7条 削除。 
 附則 この条例は、平成 19年 4月 1日から施行する。 
 以上です。よろしくご審議願います。 
○水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 
 14番、島田議員。 
○島田議員 職員の勤務時間等についての提案なのですが、今、説明の中で、週休 2日制
導入に伴って、いわゆる浦幌町職員の勤務時間を 38時間 45分と定めたわけですね。今言
われたのだが、40時間が適正だという根拠と言いますか、それだったら 38時間 45分は、
適正でないことを条例で定めたということなのでしょうか。その辺伺います。 
○水沢議長 総務課長。 
○山田総務課長 先ほど申しましたように、職員の勤務時間については、条例で定めると

いうことになっておりまして、38時間 45分というのは、条例で定めたところによります。
しかしながら、先ほど申しましたように、国の地方公務員に対する勤務時間については、

8時間というふうに定まっております。有給の休暇が 15分ございます。それら含めて、お
昼休みが 45分、有給の時間が 15分ということで、実際には 12時から 1時までの休暇を
とっております。しかしながら、この 15 分の有給の休暇については、民間等の勤務時間
に比べ、要するに有給の 15分は含まないというのが慣例化しております。 
 そういうことで、国としても早急に地方公務員法で決まっております 1日 8時間の方に
是正しなさいよという通知がきております。それらに伴って、今回、条例改正するもので

ありますが、全国的に見ても 161の市町村が 38時間 45分、他の約 1,000の町村は 40時
間になっております。特に、北海道においては、125 市町村が 8 時間 45 分となっており
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ます。国の方は、他の自治体においては、40時間を実行しているわけですから、北海道に
おいてもこれだけの町村が 38時間 45分になっているので、早急に是正してくださいとい
う通知がきておりますので、今回、このように改正するものでありますので、よろしくご

理解願います。 
○水沢議長 14番、島田議員。 
○島田議員 体制的に 40 時間制をとっていると、あまりにも自主制のなさでないかと指
摘せざるを得ません。もう一つですね、1日 15分、いわば勤務時間が延長されるというこ
とですから、裏を返せばね、むしろ社会経済から考えると、時短にして雇用を増やすとい

うことが、今必要となっていますね。そういう意味では、浦幌町だけではないのですが、

向こう何年間の間に、職員を減ずるだとか言われているのだが、そこに一つ矛盾があるの

と、職員を減らしていわば労働時間を延ばす、これは基本的には、時短の方向に持ってい

くのが筋であろうと。代表する職員組合とは話はついているかと思うのですけれども、社

会背景としては、そういうことが求められていると思います。今、ワーキングプアという、

いわゆる貧困の格差、これをいわば公務員の中にも持ち込もうと、こういう政府のですね、

狙いがあるからこそ条例で定めると言いながら、それは適正じゃないから直しなさいとい

う公務員に準ずるとはいえ、明確な自治体としての理由づけもなしにですね、条例案を提

案してきていることについては、私はいかがなものかと思いますが、その辺についてどう

ですか。 
○水沢議長 総務課長。 
○山田総務課長 島田議員がおっしゃるように、総体的には勤務時間の短縮等も現実には

言われているところがあります。しかしながら、公務員法では 8時間ということになって
おります。そういう意味で、勤務時間の関係もございますから、休暇をいかに増やすかと

いうことも国の方からも言われております。それについては、浦幌町もそうなのですが、

年度有給休暇 20 日あります。その取得率が非常に低いということもあります。それから
もう一つは、夏季休暇が年間 3日間設けられております。この夏季休暇の取得についても、
若干全員が取っているという状況ではないということが背景にあります。それらを踏まえ

て、勤務時間等が 8時間になった場合においても、有給休暇の活用、夏季休暇の活用、そ
ういうものを組み合わせて、特に週の真ん中で取るのではなく、月曜日、あるいは金曜日

に有給休暇を取って、週 3日連続とか 4日連続取れるような、年次有給休暇の使い方、こ
ういうものも指導していきたいと思っていますし、これらについても、組合ともそういう

ことで勤務時間が延びるかわりにと言うとおかしいのですが、職員の管理も含めて、そう

いうような運用の仕方でお願いしているところでございます。 
○水沢議長 14番、島田議員。 
○島田議員 これは参考までに申し上げておきます。今、日本全体では、有効求人倍率が

1.2 なんぼだったかと思います。ところが、池田のハローワークに聞きますと、池田管内
は 0.25だと、いわば 4人に一人しか職に就けない計算なのですね。こうした社会情勢の中
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でと言いますか、十勝の状況の中で、極めて雇用状況が悪いわけですね。だから、そうい

う意味では、勤務時間を延長する、今回の条例のように 15 分延長することを考えれば、
短縮していわゆる雇用を拡大するということが一つの方向として考えられるべきではない

か、これはハローワークさんも相当頭を悩ませていました。十勝が特に落ち込んでいる、

そういう意味では、なかなか不況から脱出できない、いざなぎ景気だと言うけれども、上

回る長期に渡る景気だと言うが、その実感がない。そうした中で、公務員をもですね、や

はり今は財政上から、賃金を削りながらも、労働時間を延長していく、全くもってこうい

うバランスのとれないやり方を行政自らやると、これは民間にさらに波及します。そうい

う意味では、私は一つの労基法を遵守するという立場で考えればですね、40時間と入って
いるから 40 時間ではなくて、やはり働く人達の生活を守る立場からすると、あるいは仕
事の能率を図ることから考えても、やはりその辺はよくよく考える必要があるのではない

かと、このように思います。 
○水沢議長 総務課長。 
○山田総務課長 今の労働時間の週 40時間の関係でございますが、今回、実質的には 15
分延びます。先ほど、申し上げましたように、年次有給休暇、夏季休暇、これは当然職員

がとってもいい休暇でありますから、それらを万度に取れるような体制づくりをしながら

ですね、逆に言えば、年間通しての勤務時間がそういうことを利用することにより、短縮

されるというような方向で考えていきたいと思いますし、今後も組合ともそういうことで

協議をしながら年休、有休の取得率を高めていきたい、そういうことで年間勤務時間を少

なくしていきたいと考えておりますので、ご理解願います。 
○水沢議長 他に質疑ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○水沢議長 質疑がないようですので、これで質疑を終了いたします。 
 これより討論を省略し、議案第 4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、挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 
○水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第 4号は原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第８ 議案第５号 
○水沢議長 日程第 8、議案第 5 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。 
 説明を求めます。 
 総務課長。 
○山田総務課長 議案第 5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別紙のとおり定める。 
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 平成 19年 3月 5日提出、浦幌町長。 
 この一部を改正する条例につきましては、時間外勤務手当の算出について浦幌町職員の

勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴い、勤務時間が 1日 7時間 45分から 8時
間になるため、再任用短期時間勤務職員についても 8時間に改めるものであります。また、
勤務 1時間当たりの給与額の算出についても、1週間当たり 40時間になるためと、浦幌町
職員の勤務時間、休暇等に関する条例第 9条の休日等を定めた日数の勤務時間を減ずる改
正を行うものであります。 
 浦幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。 
 浦幌町職員の給与に関する条例（昭和 41年浦幌町条例第 32号）の一部を次のように改
正する。 
 第 13条第 2項中「7時間 45分」を「8時間」に改める。 
 第 15 条中「乗じたもの」の次に「から職員の勤務時間、休暇等に関する条例第 9 条に
定める休日に係る勤務時間を減じたもの」を加える。 
 附則 この条例は、平成 19年 4月 1日から施行する。 
 以上です。よろしくお願いいたします。 
○水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 
 14番、島田議員。 
○島田議員 中身は、先ほどと関連するわけですが、このことによる、例えば準職員、臨

時ともですね、給与体系等については、影響してこないのでしょうか。その点ちょっと伺

います。 
○水沢議長 総務課長。 
○山田総務課長 臨時職員については、先般、募集し面接を終えたところでございますが、

その際に臨時職員においても、今後、勤務時間は 1日 8時間になりますと、給与について
は現行どおりということで了解を得ましてですね、採用をするという条件で募集しており

ますのでご理解願います。 
○水沢議長 14番、島田議員。 
○島田議員 面接の際に了解を得ているということではなくて、8 時間勤務になることに
よる、給与上の変更はあるのですか、ということです。 
○水沢議長 総務課長。 
○山田総務課長 ただいま、臨時職員と申し上げられましたので、臨時職員については、

あくまでも臨時職員ですので 5カ月雇用、11カ月雇用でございますから、募集時点では本
日の条例がまだ改正されておりませんので、8 時 50 分から 17 時 20 分ということで募集
しております。しかしながら、今回、この条例が通りますと、当然、臨時職員においても

8時半から 17時半ということになりますので、募集によって予定される時間と、今回改正
される時間、これらについては、4 月 1 日から改正されるのでということで、あくまでも
臨時職員ということですから、説明をして、そして本人の了解を得ているという状況でご
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ざいます。 
 1 時間当たりの単価についてもですね、1 時間当たりの単価というよりは、臨時職員に
ついては、1 日当たりの単価で計算しておりますので、それらについては上がりません。
昨年と同じ金額ということです。 
○水沢議長 他に質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○水沢議長 質疑がないようですので、これで質疑を終了いたします。 
 これより討論を省略し、議案第 5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、挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 
○水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第 5号は原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第９ 議案第６号 
○水沢議長 日程第 9、議案第 6 号 浦幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費
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。 
 説明を求めます。 
 町民課長。 
○亀山町民課長 議案第 6号 浦幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成
に関する条例の一部改正について。 
 浦幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正す

る条例を別紙のとおり定める。 
 平成 19年 3月 5日提出、浦幌町長。 
 次のページをごらん願います。 
 浦幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正す

る条例。 
 浦幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例（昭和 48 年浦
幌町条例第 34号）の一部を次のように改正する。 
 はじめに、別冊の議案説明資料 2ページにも記載しておりますが、今回の改正の趣旨と
いたしまして、国において学校教育法等の一部を改正する法律が、平成 18年 6月 21日に
公布され、平成 19 年 4 月 1 日から施行されることに伴い、本条例において引用している
学校教育法の用語の改正を行うものです。 
 次に改正条例の条文と改正内容について、説明させていただきます。 
 第 2条第 2項第 3号ア中「盲学校、ろう学校又は養護学校」を「特別支援学校」に改め
る。 
 第 2条第 2項第 3号ア中「盲学校、ろう学校又は養護学校」を「特別支援学校」に改め
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るのは、学校教育法の一部改正に伴い、条文中の用語を改正するものでございます。ここ

でいう「特別支援学校」とは、現在の盲学校、ろう学校、養護学校の対象となっている視

覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱の 5種類の障害種別及びこれらの重複障
害に対応した教育を行う学校制度でございます。 
 附則 この条例は、平成 19年 4月 1日から施行する。 
 附則は、この一部改正条例の施行期日が、平成 19 年 4 月 1 日からである旨の規定でご
ざいます。 
 以上で、議案第 6 号 浦幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関す
る条例の一部を改正する条例についての説明を終了させていただきますので、よろしくご

審議願います。 
○水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○水沢議長 質疑がないようですので、これより討論を省略し、議案第 6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、挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 
○水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第 6号は原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第１０ 議案第７号 
○水沢議長 日程第 10、議案第 7号 浦幌町生活館設置及び使用管理条例の一部改正につ
いてを議題といたします。 
 説明を求めます。 
 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 議案第 7号 浦幌町生活館設置及び使用管理条例の一部改正につい
て。 
 浦幌町生活館設置及び使用管理条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 
 平成 19年 3月 5日提出、浦幌町長。 
 浦幌町生活館設置及び使用管理条例の一部を改正する条例。 
 浦幌町生活館設置及び使用管理条例（昭和 41 年浦幌町条例第 3 号）の一部を次のよう
に改正する。 
 第 2条の表中上浦幌生活館の項を削る。 
 附則 この条例は、平成 19年 4月 1日から施行する。 
 改正の内容でございますが、現在、町内に浜厚内生活館と上浦幌生活館、2 館設置して
おりますが、そのうち、上浦幌生活館については、昨年、上浦幌保育所として活用を廃止

し、生活館の活用方法について関係する 3行政区と協議してまいりましたが、地域には上
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浦幌地域会館もあり、当該施設も老朽化しているため、生活館は閉鎖することで地域との

調整が整いましたので、今回、上浦幌生活館を閉鎖する改正を行うものでございます。 
 よろしくお願いいたします。以上です。 
○水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○水沢議長 質疑がないようですので、これより討論を省略し、議案第 7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、挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 
○水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第 7号は原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第１１ 議案第８号 
○水沢議長 日程第 11、議案第 8号 浦幌町児童育成計画策定委員会設置条例の一部改正
についてを議題といたします。 
 説明を求めます。 
 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 議案第 8号 浦幌町児童育成計画策定委員会設置条例の一部改正に
ついて。 
 浦幌町児童育成計画策定委員会設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 
 平成 19年 3月 5日提出、浦幌町長。 
 浦幌町児童育成計画策定委員会設置条例の一部を改正する条例。 
 浦幌町児童育成計画策定委員会設置条例（平成 13年浦幌町条例第 30号）の一部を次の
ように改正する。 
 第 4条を次のように改める。 
 （委員の任期） 
 第 4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。 
 2項、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 附則 この条例は、平成 19年 4月 1日から施行する。 
 改正の内容でございますが、本町において、次世代育成支援対策推進法に基づく市町村

行動計画を平成 17 年 3 月に策定いたしましたが、この計画の推進状況につきましては、
毎年評価し公表することになっています。 
 また、計画事業の評価及び改善に当たっては、子育てに関する関係機関による協議・検

討が求められており、次世代育成支援対策推進法では、この協議機関として次世代育成支

援対策地域協議会を組織できることとされていますが、本町では、次世代育成支援対策推

進行動計画を含め、児童に関する各種計画の策定及びその実施に関する必要な調査等を行
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い、町長の諮問に応じ答申する機関として児童育成計画策定委員会を設置しているため、

この委員会を協議会に変えることといたします。 
 このため、町長の諮問に応じ答申するまでとなっている現行の委員の任期について、毎

年協議を行うことができるよう通年 2年とするよう改正する内容でございます。 
 よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 
○水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○水沢議長 質疑がないようですので、これより討論を省略し、議案第 8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、挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 
○水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第 8号は原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第１２ 議案第９号 
○水沢議長 日程第 12、議案第 9号 浦幌町児童デイサービスセンター設置及び管理条例
の一部改正についてを議題といたします。 
 説明を求めます。 
 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 議案第 9号 浦幌町児童デイサービスセンター設置及び管理条例の
一部改正について。 
 浦幌町児童デイサービスセンター設置及び管理条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り定める。 
 平成 19年 3月 5日提出、浦幌町長。 
 浦幌町児童デイサービスセンター設置及び管理条例の一部を改正する条例。 
 浦幌町児童デイサービスセンター設置及び管理条例（平成 15年浦幌町条例第 23号）の
一部を次のように改正する。 
 第 5条中「5名」を「10名」に改める。 
 附則 この条例は、公布の日から施行する。 
 改正内容につきましては、障害者自立支援法の施行に伴いまして、浦幌町児童デイサー

ビスセンターは指定障害者福祉サービス事業者として指定を受けておりますが、障害者自

立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の条

件を満たすよう、定員数の改正を行うものです。 
 なお、児童デイサービスセンターについては、障害者自立支援法に基づきまして、介護

給付を受けている事業所で認定になっております。その認定の人員、設備に関する運営に

関する基準等を満たすため、10名という形に条例を改正する内容でございます。 
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 よろしくお願いいたします。 
○水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 
 14番、島田議員。 
○島田議員 児童デイサービスセンター、いわば定員を引き上げて 10 名にするというこ
となのですが、それに対応する職員といいますか、そちらの方はどういうふうになるので

すか。 
○水沢議長 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 現在、児童デイサービスセンターに職員 2名置いております。当然、
人員が増えた中身においては、2 名を 3 名にしたりしなければならないと思っております
が、現在のところ、今回、あくまでも事業所としての認定を受けるために 5 名から 10 名
の人員設置基準を改正しないと、障害者の指定事業所としての認定が受けられないという

形で、今回、3 月に改正するということで昨年よりその事業を開始しております。そうい
ったことで、10名以上、また今現在、児童 6名、小学生、中学生合わせて合計で 10名通
っておりますが、通う人が増えてくれば職員体制も 2名から 3名にしなければならないと
いうこともあり得るということでございますので、よろしくお願いします。以上です。 
○水沢議長 14番、島田議員。 
○島田議員 2 名から 3 名にということで検討されるようですが、適正な配置から言いま
すと、何名がふさわしいのですか。 
○水沢議長 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 児童、現在 6 名でございますが、あくまで児童が 10 名を超えた場
合については、3 名程度の職員数がいるという考えを持っております。現在、6 名という
ことでございますので、あと小学生、中学生については、それぞれくれよん広場という中

身でいろいろな形でやっておりますので、よろしくお願いいたします。一応、児童が 10
名超えた場合については、3 名の職員を置いていかなければならないというふうに考えて
おります。以上でございます。 
○水沢議長 14番、島田議員。 
○島田議員 10名以上であれば、3名の配置ということなのですが、それは職員で対応さ
れるのでしょうか。そういう予定でしょうか。 
○水沢議長 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 現在、保育士等が専門機関へ研修に行って、配置替えをしながらや

っておりますが、その職員がそれぞれ長年指導員になっている者も、今他の方に配置替え

をしております。そういうもので兼掌させながら、現在いる保育士、教諭合わせて職員の

中で、10 名を超えた部分については、児童デイサービスセンターの方に配置替えをし、3
名体制を取りたいというふうに思っています。以上です。 
○水沢議長 他に質疑ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
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○水沢議長 質疑がないようですので、これより討論を省略し、議案第 9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、挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 
○水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第 9号は原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第１３ 議案第１０号 
○水沢議長 日程第 13、議案第 10号 浦幌町養護老人ホーム設置条例の一部改正につい
てを議題といたします。 
 説明を求めます。 
 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 議案第 10号 浦幌町養護老人ホーム設置条例の一部改正について。 
 浦幌町養護老人ホーム設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 
 平成 19年 3月 5日提出、浦幌町長。 
 改正の趣旨について申し上げます。老人福祉法及び介護保険法の改正により、平成 12
年の介護保険法施行以降、介護保険の被保険者でありながら介護保険給付を受けることが

できなかった養護老人ホーム入所者についても、平成 18 年 4 月から介護保険給付を受け
ることができるようになりました。 
 養護老人ホームにつきましても、北海道知事の指定を受けることで介護保険事業者とし

て、外部の指定訪問介護事業者、指定訪問看護事業者、指定通所介護事業者とそれぞれ介

護サービスの提供に係る契約を締結し、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護及び

外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護の介護サービスの提供を行うことが

できるようになりました。 
 しかしながら、本町におきましては、指定訪問介護事業所、現在、社会福祉協議会でご

ざいますが、1事業所しかありませんので、サービスの供給量や需要量などを勘案すると、
養護老人ホーム入所者へのサービス提供は困難であることから、養護老人ホームにおいて

サービスの提供を行えるよう特定施設サービス事業所及び訪問介護事業所を設置する改正

を行うものです。 
 また、入所者からの介護保険給付の一部負担金の徴収ができるよう改正するものでござ

います。 
 次に、改正内容について、改正条文と併せて説明させていただきます。 
 浦幌町養護老人ホーム設置条例の一部を改正する条例。 
 浦幌町養護老人ホーム設置条例（昭和 44年浦幌町条例第 31号）の一部を次のように改
正する。 
 第 1条中「第 11条」を「第 15条第 3項」に、「福祉を図るため」を「福祉の増進を図

 - 20 -



ることを目的として、」に改める。 
 第 3条中「別に」を「、別に」に改め、同条を第 8条とし、第 2条の次に次の 5条を加
える。 
 第 3条、特定施設サービス事業所の設置でございますが、養護老人ホームに介護保険法
に規定する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護サービスの提供

事業所を設置する内容でございます。 
 第 4条、訪問介護等事業所の設置、養護老人ホームに介護保険法に規定する訪問介護及
び介護予防訪問介護サービスの提供事業所を設置する条例の内容でございます。 
 第 5条、利用対象者、利用対象者は、要介護又は要支援認定者とする内容です。 
 第 6 条、利用者の負担、利用者からサービスの利用にかかる費用を徴収するものとし、
サービスの提供に当たっては、あらかじめ、当該サービスの内容及び費用の負担について、

入居者又は家族の同意を得ることとする内容になっております。 
 第 7 条、納期、利用者負担は、毎月末日までの分を翌月 20 日まで納付することとする
が、入所者が退所する場合は、その際に納付させることができる規定を設ける第 7条でご
ざいます。 
 附則 この条例は、平成 19年 4月 1日から施行する。 
 次に、説明資料 8ページをお開きください。 
 参考までに養護老人ホームの特定施設サービス費用負担シミュレーションをつけており

ます。左側の表は、対象者の収入によって、次の欄にある費用徴収月額、現在、費用徴収

をいただいている額でございます。次に、措置費の右側に 100％と 99％とございますが、
介護サービスを受けることによって負担加算割合、軽減割合でございます。次に、人数で

ございますが、今、予算上で考えられているのは、それぞれ要支援から介護 5までの方が
26名おります。それらの基本分の負担割が 1割、それから出来高払いについてもそれぞれ
そのサービス量によって多少変わりますが、1割負担 Bという形で載せております。自己
負担額が A＋Bになりますが、介護サービス負担加算割合、軽減割合が示されておりまし
て、それらの率を掛けますと、それぞれ介護サービス負担加算調整額が今回介護サービス

によって本人が払う金額になります。次に、措置費費用負担プラス介護サービス費用とい

うのは、今までの費用徴収月額と今回新たに行われる介護サービスに行う金額を足したも

のです。統計については、それぞれ人数を掛けた内容になっています。 
 以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 
○水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 
 14番、島田議員。 
○島田議員 今後どういう方向にいくのかわからないのですが、現在、要支援、要介護、

介護度のついている方が 26 名いらっしゃると。年々、この人数は変動ありますよね。介
護度が重くなったり、介護度が消えていく人はいないと思うのですよ。養護老人ホーム 50
人の器なのですが、例えばですよ、全員がいわば介護保険法適用しなければならなくなり
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ますと、本来、養護老人ホームが持っている施設の性格上ね、介護度のつかない要支援、

要介護以外の人、極端ですけれども入所お断りになり兼ねないのではないのかなと思うの

ですけれども、それから介護度のつかない人は悪いけれども退所してくださいと、こうい

うことも意図的にやらないと思うのですが、そういう矛盾が出てこないのでしょうか。そ

の点について。 
○水沢議長 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 今回、老人福祉法の改正によりまして、養護老人ホームも介護を受

けている方も入れるという形になりまして、そのサービスを提供するのに介護保険を適用

しても構わない、そういう形になりました。当然、介護度が重くなる方は、たくさん増え

る可能性はないわけではございませんが、やはり本来ですと、養護老人ホームというのは、

自立されている方が入る施設、またそういう性格のものでございます。そういったことを

含めますと、介護度が重くなれば、やはり他の施設等も視野に入れなければならないとい

うふうに思っていますし、ただ一般の方が入れないということにはならないというふうに

思っています。介護度がついていない人がはじかれるということにはならないというふう

に思っていますし、介護ついた方が入所されてからほとんど介護がついていくものですか

ら、そのサービス提供については、介護保険でやっていく。 
 しかしながら、やはり 4、5 になっていくと限度ではないかなと思っていますし、そう
いう中では、それに見合った施設の入所変えというものを扶養義務者と協議しながら、本

人の同意を得ながら、そういう手続を取っていかなければならないと。あくまでも、本来

的には、養護老人ホームというのは、介護がついていない方が入る施設であるということ

は基本的に思っていますが、その中で介護がついたものについては、他の施設にすぐ移れ

ないという形もございますので、介護サービスの提供をしてまいりたいと。当然、本人も

介護保険料を払っておりますので、老人保健法の中身の中で、外部サービスを受けること

ができるという規定でございますので、ご理解を賜りたいと思います。以上です。 
○水沢議長 3番、福原議員。 
○福原議員 ただいま条例を改正することによりまして、また別なサービスを提供すると

いうことでございますが、現在の職員の数で対応が可能かどうかという確認と町民の介護

保険料は 65 歳の人に賦課しておりますが、昨年度改正の年で 1 段階から 6 段階にわかれ
て最高額年 6万 4,800円で徴収しておりますが、この条例改正によりまして、昨年度から
の 3年後の見直しの時点で、どのような影響額が出ていくのかということをお伺いしてお
きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
○水沢議長 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 現在、4 月 1 日にスタートするための職員確保については、長期臨
時を含め現職員の体制の中で、基準額が超える基準を確保して事業を推進していきたいと

思っておりますのでご理解願います。それから、介護保険料の絡みなのですが、端的に言

うと、その施設だけとらえれば当然上がる要素にもなるわけであります。しかしながら、
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現在、18年から 20年の介護サービスを提供しているわけですが、このサービス料の実績
を踏まえた中で 21年から 23年の次期計画をしていくわけですが、その中では、当然、介
護等の給付費用というものを試算しなければならない。その時期には、介護報酬の改定も

行われ、それらを総合的に 21年から 23年の推計値、全ての介護サービスの推計値を出し
ていった中で、どれくらいの給付があるかによって介護保険料の基準額が決まっていくと

いうことになりますので、その時期には当然介護保険運営委員会等含めながら協議して、

その試算について出していきたいというふうに思っていますので、ご理解賜りたいと思い

ます。以上でございます。 
○水沢議長 3番、福原議員。 
○福原議員 職員の時間も 15分延長ということで、4月からやられていくのですが、非常
にサービスを提供することによって、職員に負担が増加していくのではないかというふう

に、私は思います。無理のない行政を執行していただくためにも、職員の数を減らす傾向

にありますが、十分な配慮をしながらサービスの提供を行っていただきたいというふうに

思っております。 
○水沢議長 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 ただいまご質問ありましたとおり、週 40 時間という時間数もあり
ます。それらを踏まえて、4 月以降職員体制については、長期臨時も含め基準人員もござ
います。それらを十分踏まえた中で、人員配置に努めて参りたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 
○水沢議長 2番、杉江議員。 
○杉江議員 老人福祉法と介護保険法が 18 年 4 月に改正されたということで、保険請求
を受けることができるようになったということなのですが、もちろんサービスもこの時点

から受けられるようになったというふうに私は解釈しているのですが、だとしたら、今も

うすでに 19 年 3 月になります。ほぼ 1 年間このことの対応については、どのようにして
きたのか。極端に言えば、浦幌の老人ホームの入所者の中で、26名の方が 1年間受けられ
るサービスを受けられないでいたということになりますよね。この点の対応、当然、突如

18年 4月に決まったよというふうに通知がきたわけではないと思いますから、その辺のこ
とについて説明願いたいと思います。 
○水沢議長 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 法自体は 18 年 4 月から介護保険給付を受けることになる養護老人
ホームの事業所という形になりました。しかし、それを立ち上げて運営するには時間がか

かる、当然、扶養義務者との協議も必要であるし、本人との契約関係もあると、それから

事業所を立ち上げる折は、養護老人ホームの中に訪問看護事業だけではなくて、通所介護

事業を老人ホーム自体と契約をしなければならない、もう一つ訪問介護事業所と契約をし

なければならない、この三つの事業をしていかなければならないということで、まさに条

例改正は、今施設内で看護の部分を事業所としてやるわけでございます。介護保険請求す
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るまでに至るシミュレーション、それから内部の中でこの介護保険のシステム、そういう

ものを含めて請求の仕方、内部の勤務体制、職員の人員、それらを十分踏まえた中で 1年
間検討させていただいたということでございますので、ご理解を賜りたいと思います。ス

タートしている中身については、他町村では昨年 10 月からスタートしている町村もあり
ますけれども、私どもそれより半年遅れたということでございますので、それらの職員と

の話し合い、扶養義務者、本人との協議に時間を要しているということでご理解を賜りた

いと思います。以上でございます。 
○水沢議長 2番、杉江議員。 
○杉江議員 今回の制度が制定されてから 1年後の条例改正提案なのですけれども、事務
的に言えば時間的な余裕がなかったということなのでしょうけれども、しかし、もう少し

努力すれば、もう少し早い時期に、少なくとも 6月に上げるとか、そういう時期に間に合
うような準備もできたのではなかろうか、自分の立場で言えばそういう声もあるわけです

ね。ですから、できるだけ早い対応ができるように今後十分心してやっていただきたいな

と思います。 
○水沢議長 他に質疑ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○水沢議長 質疑がないようですので、これより討論を省略し、議案第 10 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、挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 
○水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第 10号は原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第１４ 議案第１１号 
○水沢議長 日程第 14、議案第 11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。 
 説明を求めます。 
 産業課長。 
○中川産業課長 議案第 11 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別紙のとおり定め

る。 
 平成 19年 3月 5日提出、浦幌町長。 
 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 13 年浦幌町条例第 9 号）の一部を
次のように改正する。 
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 改正の趣旨でございますが、昨年の 8 月 29 日に開催しました浦幌町模範牧場運営委員
会の中で放牧期間の変更の要望が出まして、現状に即した期間に変更するよう改正が求め

られたものでございます。それに伴いまして、今回改正するという内容でございます。 
 改正の内容につきましては、夏期放牧期間が毎年 5月 20日から 10月 20日までとなっ
ておりましたが、これを 11日間延長いたしまして、5月 20日から 10月 31日までとする。
冬期の舎飼期間を毎年 10 月 21 日から 5 月 19 日までとなっておりましたが、これを 11
日間短縮いたしまして、11月 1日から 5月 19日までに変更するものでございます。 
 これは 5年ほど前から、うちの模範牧場の中で、集約放牧の効果によりまして放牧期間
の延長が近年可能になってきたということから、今回、運営委員会の中でも要望がありま

したように、放牧期間の延長について条例改正を行うものでございます。これによりまし

て、夏期の期間が 11日間延びて、冬期間については 11日間短縮されるということで、夏
期・冬期の利用料金の違いから預託利用者の負担が軽減されることになるということでご

ざいます。 
 第 7条第 1項第 1号中「10月 20日まで」を「10月 31日まで」に、同項第 2号中「10
月 21日から」を「11月 1日から」に改める。 
 附則 この条例は、公布の日から施行する。 
 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
○水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○水沢議長 質疑がないようですので、これより討論を省略し、議案第 11 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、挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 
○水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第 11号は原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第１５ 議案第１７号 
○水沢議長 日程第 15、議案第 17号 損害賠償の額を定め、和解することについてを議
題といたします。 
 説明を求めます。 
 診療所事務長。 
○鈴木診療所事務長 議案第 17号 損害賠償の額を定め、和解することについて。 
 次のとおり損害賠償請求事件に関し、損害賠償の額を定め、和解することについて議決

を求める。 
 平成 19年 3月 5日提出、浦幌町長。 
 以下、朗読して説明させていただきます。なお、相手方に係わります名前につきまして
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は、敬称を省略させていただきます。 
 1、相手方、十勝郡浦幌町字朝日 24番地の 2、西富枝、被害者の妻、中川郡幕別町札内
新北町 73番地の 3、二階堂美津子、被害者の子、十勝郡浦幌町字朝日 24番地の 2、西誠
司、被害者の子、十勝郡浦幌町字朝日 24番地の 2、西裕二、同じく被害者の子であります。 
 2、事件名、釧路地方裁判所帯広支部、平成 18年（ワ）第 99号損害賠償請求事件。 
 3、事件の概要、平成 16年 12月 26日より、西忠男氏（当時 76歳）が浦幌町立診療所
において入院治療中、平成 17年 1月 7日に症状が悪化し、翌 8日に帯広市内の病院に転
送し、同病院での治療期間中において敗血症により平成 17 年 2 月 7 日に死亡した事故に
ついて、相手方から浦幌町立診療所入院中に係る医療措置に起因するとして平成 18 年 5
月 11 日、釧路地方裁判所帯広支部に損害賠償を請求する訴えが提起されていたものであ
る。 
 4、損害賠償の額その他和解条項、（1）損害賠償の額、釧路地方裁判所帯広支部の和解
勧告に違い 900万円とする。（2）その他、相手方は、浦幌町に対し、上記金額の支払以外
は、いかなる損害賠償も請求しない。 
 なお、本提案につきましては、釧路地方裁判所帯広支部損害賠償請求事件に関して、同

裁判所同支部の和解勧告に従い、損害賠償の額を定め和解したく、地方自治法第 96条第 1
項第 12号及び第 13号の規定により、本議案を提出するものでありますので、ご審議のほ
どよろしくお願いいたします。 
○水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○水沢議長 質疑がないようですので、これより討論を省略し、議案第 17 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、挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 
○水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第 17号は原案のとおり可決されました。 
 
     ◎休会の議決 
○水沢議長 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 
 お諮りいたします。明日から 3月 8日までの 3日間、議事の都合により休会し、9日は、
午前 10時に本会議を開催いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
○水沢議長 異議なしと認めます。 
 よって、明日から 3月 8日までの 3日間、休会することに決定いたしました。 
 なお、3月 9日は、午前 10時に本会議を開くことに決定いたしました。 
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     ◎散会の宣告 
○水沢議長 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午前１１時４０分 
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