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平成２３年第２回浦幌町議会定例会（第１号） 
 
平成２３年 ６月１３日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 
閉会 午後 ０時 ３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 行政報告（町長） 
日程第 ６ 報告第 ２号 株式会社ユーエム経営状況等報告について 

 日程第 ７ 報告第 ３号 平成２２年度浦幌町一般会計繰越明許費繰越計算について 
 日程第 ８ 報告第 ４号 平成２２年度浦幌町簡易水道特別会計繰越明許費繰越明許         

費繰越計算について 
 日程第 ９ 報告第 ５号 専決処分の報告について 

             （アイスアリーナにおける物損事故に係る損害賠償の額の

決定） 
日程第１０ 報告第 ６号 専決処分の報告について 
             （アイスアリーナにおける物損事故に係る損害賠償の額の

決定） 
日程第１１ 平成２３年度町政執行方針 
日程第１２ 平成２３年度教育行政執行方針 
日程第１３ 議案第３８号 浦幌町税条例の一部改正について 
日程第１４ 議案第３９号 浦幌町住生活基本計画等策定委員会条例の廃止について 
日程第１５ 議案第４０号 定住自立圏形成協定の締結について 

 
○出席議員（１２名） 
    １番  関  井  雅  明     ２番  差  間  正  樹 
    ３番  安  藤  忠  司     ４番  中  尾  光  昭 
    ５番  二  瓶     隆     ６番  福  原  仁  子 
    ７番  森     秀  幸     ８番  杉  江     博 
    ９番  河  内  富  喜    １０番  阿  部     優 
   １１番  髙  橋  利  一    １２番  野  村  俊  博 
 
○欠席議員（１名） 
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   １３番  田  村  寛  邦 
 
○出席説明員 
    特 別 職 
     町    長   水  澤  一  廣 
     副 町 長   門  馬  孝  敬 
 
    町 部 局 
     総 務 課 長   上  村  健  二 
     まちづくり政策課長   鈴  木  宏  昌 
     町 民 課 長   大  山  則  幸 
     保健福祉課長   横  田  孝  志 
     産 業 課 長   亀  山     昇 
     施 設 課 長   新  川  寿  雄 
     上浦幌支所長   小 路 谷  守  昌 
     会 計 管 理 者   前  田  治  紀 
     診療所事務長   菅  原     敏 
 
    教育委員会 
     教 育 委 員 長   岡  崎  浩  明 
     教 育 長   久  門  好  行 
     教 育 次 長   山  本  輝  男 
 
    農業委員会 

事 務 局 長   賀  下  利  幸 
 
    監 査 
     代表監査委員   石  丸  晴  朗 
 
○出席議会事務局職員 
     局 長   前  田     勇 
     議 事 係 長   中  田     進 
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開会 午前１０時００分 
     ◎説明員の紹介 
○前田議会事務局長 開会に先立ちまして、６月１日付で説明員に異動がありましたので、

ご紹介をさせていただきます。 
 会計管理者。 
○前田会計管理者 ６月１日付で会計管理者に拝命されました、前田です。よろしくお願

いいたします。 
○前田議会事務局長 保健福祉課長。 
○横田保健福祉課長 ６月１日付で保健福祉課長を拝命いたしました、横田です。どうぞ

よろしくお願いいたします。 
○前田議会事務局長 産業課長。 
○亀山産業課長 ６月１日付の人事異動で産業課長になりました、亀山です。どうぞよろ

しくお願いします。 
○前田議会事務局長 施設課長。 
○新川施設課長 おはようございます。６月１日付で人事異動で施設課長になりました、

新川寿雄です。よろしくお願いします。 
○前田議会事務局長 教育次長。 
○山本教育次長 おはようございます。６月１日付人事異動で教育次長を拝命いたしまし

た、山本輝男です。よろしくお願いいたします。 
○前田議会事務局長 農業委員会事務局長。 
○賀下農業委員会事務局長 ６月１日付で農業委員会事務局長を拝任いたしました、賀下

です。よろしくお願いいたします。 
○前田議会事務局長 以上で、紹介を終わります。 
 

◎開会の宣告 
○野村副議長 開会に先立ちまして、本日 13 番、田村寛邦議長は、病気療養のため欠席

する旨の通告を受けております。 
よって、議長が欠席されておりますので、地方自治法第 106 条第１項の規定により、議

長に事故あるときはとして、副議長の私において本日の会議を進めますので、よろしくお

願いいたします。 
議会の開会するに先立ちまして、クールビズを採用しております。議場が蒸し暑くなる

可能性がありますので、どうぞ皆さん、必要に応じて上着の着用、脱いでよろしゅうござ

いますのでよろしくお願いいたします。 
ただいまの出席議員は、12 名です。 

 定足数に達しておりますので、本日をもって招集されました平成 23 年第２回浦幌町議

会定例会を開会いたします。 
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     ◎開議の宣告 
○野村副議長 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 

○野村副議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 
杉江委員長。 

○杉江委員長 議会運営委員会報告をいたします。 
 平成 23 年第２回浦幌町議会定例会の運営について、６月６日午前、議会運営委員会を

開催し、正副議長の出席のもと、理事者より今定例会に提出される議案の説明を受け、日

程及び運営について協議をいたしましたので報告いたします。 
 本定例会には、諸般の報告、行政報告に続き、報告５件、町政執行方針及び教育行政執

行方針、一般議案３件、平成 23 年度補正予算３件、同意案件４件及び議長提出推薦１件、

所管事務調査等であります。 
 以上の内容を踏まえ、会期は本日６月 13 日より、６月 20 日までの８日間でお願いいた

します。 
 本日は、諸般の報告、行政報告に続いて、報告第２号から第６号まで５件、町政執行方

針、教育行政執行方針、一般議案第 38 号から第 40 号まで３件を予定しております。 
一般質問につきましては、17 日を予定いたしましたのでよろしくお願いいたします。 

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

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

すよう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。 
○野村副議長 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 

○野村副議長 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、８番、杉江博議員、９番、

河内富喜議員を指名いたします。 
 

     ◎日程第３ 会期の決定 

○野村副議長 日程第３、会期の決定を議題といたします。 
お諮いたします。 
本定例会の会期は、本日から６月 20 日までの８日間にしたいと思います。 
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これにご異議ございませんか。 
〔「異議なし」の声あり〕 

○野村副議長 異議なしと認めます。 
よって、会期は本日から６月 20 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 

○野村副議長 日程第４、諸般の報告を事務局長より行わせます。 
○前田議会事務局長 報告をいたします。 
今期、議会の説明員につきましては平成 23 年６月３日付けで、町長並びに教育委員長、

農業委員会会長、監査委員に出席の要求をいたしております。 
次に、平成 23 年５月 20 日から、６月 12 日までの議長等の動静及び地方自治法第 235

条の２第３項の規定による、平成 23 年２月分から平成 23 年４月分の現金出納検査報告に

つきましては、お手元に配布のとおりでありますのでごらんおき願います。 
次に、平成 23 年３月 15 日開会の第１回町議会定例会で可決されました、地域医療存続

のための医師確保に関する意見書につきましては、同日付で、衆参両院議長、内閣総理大

臣並びに各関係大臣に提出をいたしました。 
以上でございます。 

○野村副議長 これで、諸般の報告を終わります。 
 
     ◎日程第５ 行政報告 

○野村副議長 日程第５、行政報告を許します。 
 町長。 
○水澤町長 行政報告をさせていただきます。 
平成23年５月20日から、平成23年６月12日までの町長等の動静につきましては、お手元

に配布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のその他については、特段ございません。 
以上で、行政報告とさせていただきます。 

○野村副議長 これで、行政報告を終わります。 
 
     ○日程第６ 報告第２号 
○野村副議長 日程第６、報告第２号 株式会社ユーエム経営状況等報告についてを議題

といたします。 
報告を求めます。   

 産業課長。 
○亀山産業課長 報告第２号、株式会社ユーエム経営状況等報告について。 
株式会社ユーエムの平成 22年度決算及び平成 23 年度事業計画を別紙のとおり報告する。 
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 平成 23 年６月 13 日提出、浦幌町長。 
 次のページをごらんください。 
 経営状況等報告、平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで。 
 １、平成 23 年３月 31 日現在の会社の概要について申し上げます。 
 （１）商号、株式会社ユーエム。 
 （２）所在地、浦幌町字万年 353 番地の 70。 
 （３）会社設立、昭和 63 年 12 月 22 日。 
 （４）資本金、5,500 万円、発行済み株式、1,100 株。株主数、１団体、４会社。 
 （５）事業内容、浦幌町の委託事業、一般廃棄物処理施設を初め 13 事業。２としまし

て、行者ニンニクを原料とした製品の製造販売及び地元生産品の販売。３として、町営公

衆浴場「健康湯」の指定管理者として管理を行っております。 
 （６）従業員の状況、男性につきましては、販売事業１名、受託事業 21 名、嘱託職員

１名の合計 23 名。女性につきましては、事務１名、受託事業９名の合計 10 名。これら合

計しますと、事務１名、販売事業１名、受託事業 30 名、嘱託職員１名の合計 33 名の従業

員数となっており、前期と同数でございます。また、上記のほか、専務１名の体制となっ

ております。 
 ２、事業の概況について申し上げます。 
 （１）委託事業について。委託業務については、13 事業、一般廃棄物処理施設、浄水場、

下水道終末処理場、学校給食センター、保育園調理員補助、養護老人ホーム施設管理、役

場庁舎公務補、浦幌・上浦幌中学校公務補、浦幌・厚内小学校公務補、幼稚園・保育園公

務補、消防設備保守点検の業務を受託して行ってまいりました。 
 職員体制は、一般廃棄物処理施設７名、浄水場４名、下水道終末処理場２名、学校給食

センター２名、保育園調理員補助員１名、養護老人ホーム施設管理１名、役場庁舎１名、

浦幌中学校２名、上浦幌中学校１名、浦幌小学校２名、厚内小学校１名、幼稚園・保育園

１名、健康湯５名、嘱託職員１名の合計 31 名となっております。 
 （２）販売事業について。行者ニンニクの販売については、注文が前年の半分というこ

ともあり、前年度実績を大きく下回る結果となりました。 
 加工品の販売については、ドリンクはほぼ前年並み、ジンギスカン、ソーセージの関係

は、道の駅での販売が昨年同様の売れ行きを示しております。 
 また、テイクアウトの部門でフランクの注文が好調で、業務用ポークフランクが伸びて

おります。 
 （３）健康湯事業について。森林公園利用者及び道の駅利用者が、特に夏季期間中に大

勢入浴したこともあって、指定管理４年間で１番の数字を記録しました。 
 ただし、３月にオープンした留真温泉の影響は、今後は避けることのできない課題とな

ります。 
 次のページをごらんください。 
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 平成 23 年３月 31 日現在の貸借対照表の要旨につきましては、説明を省略させていただ

きます。 
 次のページの平成 22 年４月１日から、平成 23 年３月 31 日までの損益計算書の要旨に

ついて申し上げます。 
経常損益につきましては、営業損益の部、売上高は１億 4,348 万 8,090 円、売上原価は

1,060 万 1,719 円、販売及び一般管理費は１億 3,022 万 9,093 円、営業利益は 265 万 7,278
円。営業外損益の部、営業外収益は、11 万 5,490 円、営業外費用は 15 万 2,629 円、経常

利益が 262 万 139 円になりました。税引前当期純利益が 262 万 139 円、法人税等充当額

が 20 万 6,000 円、当期純利益が 241 万 4,139 円、前期繰越利益がマイナス 4,143 万 462
円、当期末処分利益がマイナス 3,901 万 6,323 円でございます。 
次のページをごらんください。 
平成 23 年度事業計画について申し上げます。 
１、委託事業について。各事業所それぞれにおいて公的事業に携わっている自覚と責任

を持ち、安全作業及び交通安全を啓蒙して、業務の遂行に向けて更なる努力をしてまいり

ます。 
２、販売事業について。主力の行者ニンニクについては、販売会社との提携で季節限定

商品として生食及び醤油漬け、キムチ漬けの販売を行ってきましたが、今年度は前年の３

倍の注文があり、今後も伸びることが期待されますので、プラスアルファのセットの付加

を検討いたします。 
道の駅では、ジンギスカンの３点セットをお土産用として新規販売して昨年度好評でし

たので、今年度は種類を増やしていきます。 
今年度の目標をしては、１、道の駅における行者ニンニク冷凍品の販売促進。２、慶弔

用のセット品の開発と販売。３、商談会及び即売会への積極的な取組。４、留真温泉の活

用。５、通信販売の強化を柱として事業を行ってまいります。 
３、健康湯事業について。 
留真温泉の開業は、健康湯にとりましては確実に影響が及ぶものと考えております。 
しかしながら、町内の利用の基本数字は維持しておりますので、今後の課題は、いかに

旅行者、キャンパー、合宿者を取り込むかであります。 
従って、今年度からは現在の立看板のほかに、独自のパンフレットを作成して各所で宣

伝活動を行ってまいります。 
次に、平成 23 年度事業総括収支計画について申し上げます。 
事業収入の販売事業が 3,180 万円、受託業務事業が１億 3,156 万 5,144 円、事業収入を

合計いたしまして１億 6,336 万 5,144 円。事業支出の販売事業の、商品及び原材料費が

1,340 万円、営業経費及び管理費が 840 万円、計 2,180 万円。受託業務事業の各事業所支

出経費が１億 2,370 万 9,250 円、一般管理経費が 785 万 5,894 円、計１億 3,156 万 5,144
円。事業支出を合計いたしまして 1 億 5,336 万 5,144 円。粗利益は 1,000 万円でございま
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す。 
次のページの、平成 23 年４月１日現在の株式会社ユーエム役員名簿につきましては、

ごらんおき願います。 
以上で、株式会社ユーエム経営状況等報告の説明とさせていただきます。 

○野村副議長 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。 
 ４番、中尾議員。 
○中尾議員 ただいまのユーエムさんの事業計画、ユーエムさんも立派に経営されている

と思います。そこで、事業計画等も見まして、健康湯の問題とかこの辺も、道の駅等の関

係でいい相乗効果が生まれているという報告だと思います。 
しかし、留真温泉の開業についてはですね、同じ町の事業でありながら、影響があるな

いというような形になってきたときに、ちょっと私ここで疑問が生じるのですね。それで、

今後、浦幌のこういう観光資源の中で、管理者が違いますのでね、道の駅も違います。こ

こら辺をお互いにお客を取った、取られたということではなくて、お互いにいい相乗効果

を生んでいくためには、きちっとここの指定管理者同士っていうのでしょうか、意思の疎

通っていうのでしょうか、そういったことをきちっと議論する場というものが当然必要に

なってくるだろうと。そういった中で、こういうユーエムさんのそういうものも、道の駅、

留真温泉に置くということで、お互いにそういういい効果を生んでいかなきゃならないと

思うのです。そこは当然、柱になってやっていくのは行政がきちっと中心となって、お互

いをきちっと橋渡しをしながら、お互いにいい関係を持ってやっていくと。お互いにライ

バルはいかんと思うのです。ですから、その辺の今後の各指定管理者同士をうまくつなげ

て、効果を倍、倍と上げていく、ここら辺の考え方。今までも、それなりの取り組みをし

ていると思うのですけれども。 
 ここら辺の説明を求めたいと思います。 
○野村副議長 答弁願います。 
 産業課長。 
○亀山産業課長 指定管理者同士というふうな形の中での、利用者の増というふうな形の

中での話し合いはないかとは思いますが、これまでですね。ただ、今ご提案がありました

件についてはですね、今後、産業課が入った中で、両社との意思疎通というふうなことも

考えていかなければならないと思いますし、ただ、ユーエムさんとしてはですね、留真温

泉さんのほうに物品の販売をお願いしていると。そういう中で、ドリンクについても月間

140 本ぐらい売ったというふうなことで、お互いに商品の行き来というふうな部分では、

相乗効果が表れているのかなというふうに考えておりますので、今後、先ほど中尾議員か

ら申されましたことについては、課題として取り組んでいきたいというふうに思っており

ます。 
○野村副議長 ４番、中尾議員。 
○中尾議員 今取り組んでいただけるということですから、ぜひお願いしたいと思います
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し、やはり同じ町の観光施設ですから、例えば一緒にイベントを組んで、道の駅でいくら

買い物すると温泉の無料の券がもらえるとか、例えばですよ。そんなような形のお互い相

乗効果を生む、やっぱりこの部分の会議っていうのは、当然商工会とか地元の商店街とか、

こういった形の中で、道の駅とかそういうよそから来る観光の人方を、どれだけまちに入

れ込んでいくかというようなことっていうのは、これはしっかりしていかないと、お金を

かけて地元に観光施設を作った意味というものが、薄らいでいっていると思うのです。そ

うやって、まちにとってもプラスになるからこそ、そういう施設を町民みんなで盛り上げ

ていくということだと思いますので、やはりその辺の部分ですね、検討はいいのですけれ

ども、私はこれ早急にそういった会議をもちながら、これから夏場を迎えて観光シーズン、

行楽シーズンということになっていきますから、私は早急にそういった形の中で、お互い

のそういう形をとって、またいろんなイベントごと、ぜひやっていただきたいと思います

し、商工会もこれからも商品券とかいろいろ出しますからね、そういった中で、浦幌全体

として、そういうイベントごとをしっかり組みながら、まちの経済効果をぜひ何倍にもし

ていっていただきたいというふうに思います。ですから、ぜひこの検討の中身を早急に、

私は段取りを取ってやっていただきたいというふうに思うのですが、いかがでしょうか。 
○野村副議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 道の駅、そして留真温泉ということで、まちづくり交付金事業で完成した事

業でありまして、留真温泉は３月 14 日にオープンたばかりでありますから、幸いなこと

に町外のお客さんを中心にして、お客さんによく入っていただいているということで、大

変喜んでいるところであります。それの相乗効果を求めるべきだというのは、まさにその

とおりだと私も思います。補完する部分があるのであれば、補完部分をお互いに補いなが

ら、町外からのお客さんをどうやって町内の市街地に導線づくりをするかというのは、こ

れは前から、道の駅のオープンのときから申し上げていたとおりでありまして、そのこと

については、当然進めていかないとならないだろうというふうに思っています。 
 ただ、一つ行政がやる仕事と、そうじゃない仕事。例えば、町内、商工業者がやること

と、そういうものっていうのは、やっぱりあるだろうと思います。これは民間としての、

本当はまちとしてはそういう拠点を作りました。これを効果的に結び付けていって、町の

発展、まちの商店街の発展に結び付けていくというのは、これはまた民間ベースでやって

いく必要があるだろうなと。私はそう思います。その発想が、やはり一番必要なのではな

いのかなと。その橋渡しをするのが行政であって、行政がそれを全部やることではないと

いうふうに思っていますので、その点については、橋渡し役は各産業団体との事務レベル

での会議をもっていますので、そういう部分についてはやっていきたなというふうに思っ

ています。 
○野村副議長 ほかに質疑はございませんか。 
 質疑なしと認めます。 
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これで、報告第２号を終わります。 
 
     ◎日程第７ 報告第３号 
○野村副議長 次に、日程第７、報告第３号 平成 22 年度浦幌町一般会計繰越明許費繰

越計算についてを議題といたします。 
報告を求めます。 

 総務課長。 
○上村総務課長 報告第３号、平成 22 年度浦幌町一般会計繰越明許費繰越計算について。 
 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 146 条第２項の規定により、平成 22 年

度浦幌町一般会計の繰越明許費繰越計算について、別紙のとおり報告する。 
 平成 23 年６月 13 日提出、浦幌町長。 
次のページをお開きください。 

 平成 22 年度浦幌町一般会計繰越明許費繰越計算書。 
 ２款総務費、１項総務管理費、事業名、地域活性化交付金（きめ細かな交付金）事業、

金額 9,910 万円、翌年度繰越額 9,910 万円。この関係につきましては、きめ細かな交付金

でいただいた事業、13 事業について、全額 23 年度へ繰越するものでございます。 
 ６款農水産業費、１項農業費、事業名、中浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備事業、

金額 2,844 万円、翌年度繰越額 700 万円。この関係につきましては、平成 22 年度として

平成 23 年度分の前倒しで２月に予算をいただいたものでございます。700 万につきまし

ては、排水路 859 メーターを予定しております。合計金額１億 2,754 万円、翌年度繰越額

１億 610 万円。 
 以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 
○野村副議長 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。 
 ３番、安藤議員。 
○安藤議員 今の説明の中で、地域活性化交付金事業 13 事業ということでしたけれども、

この内容をちょっと教えていただきたいと思います。 
○野村副議長 答弁願います。 
 総務課長。 
○上村総務課長 きめ細かな交付金事業につきましては 13 事業でございます。１事業、

上浦幌地域会館ほか物置改修事業 450 万円、桜町歯科診療所トイレ改修事業 400 万円、河

川災害防止等の事業、十勝静内川支流整備工事 800万円、喫茶牛川災害防止工事 600万円、

下頃辺川災害防止工事 1,600 万円、仁生川災害防止工事 350 万円、これが工事等でござい

ます。町道の補修等の事業、上浦幌幹線側溝整備工事 700 万円、十勝太線道路補修工事 500
万円、瀬多来美園線道路補修工事 300 万円、留真温泉の橋梁塗装工事 710 万円、これが一

応、町道舗装事業 2,210 万円でございます。中央公民館調理室改修事業 1,300 万円、水産

振興対策事業負担金 1,200 万円、プレミア商品券発行事業負担金 1,000 万円。 
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 以上、9,910 万円でございます。 
○野村副議長 よろしいですか。 
○安藤議員 はい。 
○野村副議長 ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○野村副議長 質疑なしと認めます。 

これで、報告第３号を終わります。 
 
     ◎日程第８ 報告第４号 
○野村副議長 日程第８、報告第４号 平成 22 年度浦幌町簡易水道特別会計繰越明許費

繰越計算についてを議題といたします。 
報告を求めます。 

 施設課長。 
○新川施設課長 報告第４号、平成 22 年度浦幌町簡易水道特別会計繰越明許費繰越計算

について。 
 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 146 条第２項の規定により、平成 22 年

度浦幌町簡易水道特別会計の繰越明許費繰越計算について、別紙のとおり報告する。 
 平成 23 年６月 13 日提出、浦幌町長。 
 次のページをごらんください。 
 平成 22 年度浦幌町簡易水道特別会計繰越明許費繰越計算書。 
 ２款１項事業費、事業名、下浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備事業、金額 4,630 万

5,000 円、翌年度繰越額 3,205 万 5,000 円。事業内容につきましては、道営の事業なので

すけれども、下浦幌地区の営農用水の負担金事業でありまして、北海道の要望によりまし

て、平成 23 年度の予定の事業を前倒しで実施するものでございます。町道の万年統太線

の道路敷地内の排水管埋設工事でございます。 
 以上を報告させていただきます。よろしくお願いします。 
○野村副議長 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〕 
○野村副議長 質疑なしと認めます。 

これで、報告第４号を終わります。 
 
     ◎日程第９ 報告第５号 
○野村副議長 日程第９、報告第５号 専決処分の報告についてを議題といたします。 

報告を求めます。 
教育次長。 

○山本教育次長 報告第５号、専決処分の報告について。 
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 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定により、アイスアリーナに

おける物損事故に係る損害賠償の額を定めることについて、次のとおり専決処分をしたの

で、同条第２項の規定により報告する。 
 平成 23 年６月 13 日提出、浦幌町長。 
 専決処分報告の内容についてご説明いたします。 
本件につきましては、第１回浦幌町議会定例会におきまして、アイスアリーナにおける

物損事故について教育委員会行政報告をさせていただいておりますが、５月 19 日に示談

が成立しましたので、その内容を報告いたします。 
１、損害賠償の額は 5,828 円でございます。 

 ２、損害賠償の相手方は、十勝郡浦幌町字住吉町 66 番地 10、庄野朋也氏でございます。 
３、事故の発生年月日は、平成 23 年２月 24 日。 
４、事故の発生場所は、十勝郡浦幌町字北町 16 番地１でございます。 
５、事故の概要は、アイスアリーナにおいて、屋根からの落雪により北側駐車場に駐車

していた車両の一部を損傷させた事故でございます。 
６、専決処分日は、平成 23 年５月 19 日。この専決処分の日につきましては、本件の事

故に関して示談が成立した日でございます。 
なお、損害賠償金につきましては、全額を全国町村会総合賠償保険の保険金を充当して

おります。 
以上で、報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○野村副議長 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〕 

○野村副議長 質疑なしと認めます。 
これで、報告第５号を終わります。 

 
     ◎日程第１０ 報告第６号 
○野村副議長 日程第 10、報告第６号 専決処分の報告についてを議題といたします。 
報告を求めます。 
教育次長。 

○山本教育次長 報告第６号、専決処分の報告について。 
 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定により、アイスアリーナに

おける物損事故に係る損害賠償の額を定めることについて、次のとおり専決処分をしたの

で、同条第２項の規定により報告する。 
 平成 23 年６月 13 日提出、浦幌町長。 
 専決処分報告の内容についてご説明いたします。 
本件につきましても、第１回浦幌町議会定例会におきまして、アイスアリーナにおける

物損事故について教育委員会行政報告をさせていただいておりますが、５月 19 日に示談
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が成立しましたので、その内容を報告いたします。 
 １、損害賠償の額は７万 3,206 円でございます。 
 ２、損害賠償の相手方は、十勝郡浦幌町字宝町 55 番地１、竹田仁美氏でございます。 
 ３、事故の発生年月日は、平成 23 年２月 24 日。 
 ４、事故の発生場所は、十勝郡浦幌町字北町 16 番地１でございます。 
 ５、事故の概要は、アイスアリーナにおいて、屋根からの落雪により北側駐車場に駐車

していた車両の一部を損傷させた事故でございます。 
 ６、専決処分日は、平成 23 年５月 19 日。この専決処分日につきましては、本件の事故

に関して示談が成立した日でございます。 
なお、損害賠償金につきましては、全額を全国町村会総合賠償保険の保険金を充当して

おります。 
以上で、報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○野村副議長 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。 
 １番、関井議員。 
○関井議員 屋根からの落雪ということなのですが、その後に対策は取られたのでしょう

か。お聞きします。 
○野村副議長 答弁願います。 
 教育次長。 
○山本教育次長 その後につきましては、まだシーズン中でございましたので、駐車場内

にバリケードや、駐車禁止の看板を設置しまして、安全確認と周辺の監視につきまして徹

底を図ってきたところでございます。 
 以上でございます。 
○野村副議長 よろしいですか。 
 １番、関井議員。 
○関井議員 今、バリケードとか張られたということなのですが、来年も多分、屋根から

落ちるということが予想されるので、落ちないようにするとか、そういうことはないので

しょうか。 
○野村副議長 答弁願います。 
 教育次長。 
○山本教育次長 施設の構造上の問題から、すぐに雪が溜まって、その後は雪が落ちるよ

うな流れという形の施設の構造となっておりますので、それを無落雪というような形には、

現在のところではできませんので、これからシーズンを迎えるにあたりまして、今後につ

きましても早めに利用者に周知するとともに、現場につきましては、バリケード等を設置

しながら落雪する雪が車両等にかからないような形ということでご理解を願いたいと思い

ます。 
○野村副議長 ほかに質疑はございませんか。 
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〔「なし」の声あり〕 
○野村副議長 質疑なしと認めます。 

これで、報告第６号を終わります。 
 
     ◎日程第１１ 平成２３年度町政執行方針 
○野村副議長 日程第 11、平成 23 年度町政執行方針の説明を求めます。 
 町長。 
○水澤町長 町政執行方針をさせていただきます。 
平成 23 年町議会第２回定例会の開会にあたり、町政執行方針を申し上げます。 
本年３月11日、午後２時46分発生の東日本大震災により、未曾有の被害を受けた方々に

心からお悔やみ申し上げますとともに、一日も早い復興・復旧を願ってやまないところで

あります。 
本町も昭和27年には十勝沖地震による甚大な被害を受けました。その際に全国からお見

舞金が寄せられ、復興に力をお貸しいただきましたが、そのことを思う時、我が町といた

しましても被災地へ出来るだけの援助を行いたいと考えているところであります。 
さて、このたびの町長選挙において、町民の皆様の負託を受け町長として２期目の町政

の任にあたらせていただくことになり、皆様の温かいご支援、ご厚情に深く感謝申し上げ

ますとともに、その使命の大きさと重責に決意を新たにしているところであります。また、

より町民の皆様の声に真摯に耳を傾け、町民の皆様の目線に立つことを基本として、町政

執行にあたる考えであります。 
また、町議会議員選挙で町民の皆様の負託を受け、議会議員となられました皆様におか

れましては、まちづくりに関わり浦幌町の限りない発展のため、どうか一層のご指導、ご

意見を賜りますようお願いを申し上げる次第であります。 
行政計画の最上位にある、「みんなの知恵・世代を超えて創るまち」をメインテーマにし

た「第３期まちづくり計画」が平成23年度スタートしましたが、産業の振興から協働のま

ちづくりまでの全分野における計画の執行はもちろん、特に人口減少対策を最重要課題と

してとらえ、「子どもを産み育てる環境の整備充実」「雇用機会の新規創出」「居住環境の整

備充実」の３点の重点プロジェクトを進めてまいります。 
さらに第３期まちづくり計画の着実なる執行を果たすために、町民の皆様にお約束をし

た「子どもを育て、人と人とが支えあうまちづくり」「生涯、学ぶことへの取り組み」「安

心して生活できるまちづくり」「町民参加の協働のまちづくり」を健全で効率的な財政運営

のもとに進め、「笑顔あふれ、活力あるまちづくり」を目指してまいります。 
国は、地域主権改革による地方分権推進計画を策定し、関係法律の整備を行うとともに、

地域の自由裁量を拡大する措置として「地域自主戦略交付金」を創設し、平成23年度は補

助金の一括交付金化を実施するとしておりますが、国の財政事情から、補助金の縮減化に

つながるのではないかと懸念しているところであります。さらには、東日本大震災におけ
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る復旧、復興は急務でありますが、そのためには巨額な財源確保が必要であり、国の財政

運営はより厳しさを増してくるとは思いますが、地方自治体歳入の大きな割合を占める地

方交付税、地方交付金に波及することがあってはならないものと考えております。 
本町では「第３次浦幌町行政改革大綱」までの改革推進により、行財政改革を進めてま

いりましたが、さらに行政の効率的運営を進め、財政基盤の強化を図るため、「第３期まち

づくり計画」を基本に「新行財政改革プラン」を策定し、厳しい時代に対応できる行財政

運営を進めることが地域主権、分権に対応する町政執行者の責務であると信じて止まない

ものであります。 
「まちづくり」は住んでいる住民が主役であり、いかに行政と町民とが協働してまちづ

くりを進められるかが重要であり、「町民参加条例」制定に向けた町民ワークショップとの

協働作業、まちづくりに係る情報の共有化を目指した町内産業経済団体との事務担当段階

での協働協議、町民が実施する地域の公益活動への補助金による支援等、行政と町民との

協働をあらゆる分野で推進してまいります。 
本年度の町政執行にあたっては、第１回定例会において継続事業を中心とした骨格予算

でスタートしておりますが、本定例会に政策予算を編成し、補正予算として別案件で上程

しておりますので、議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。当初予算を含

めまして主要な施策について申し上げたいと思います。 
１の防災・消防・救急体制の充実についてですが、「東日本大震災」により本町では漁業

施設や船舶に大きな被害をもたらすとともに、住宅への一部被害も発生しましたが、幸い

にして人的被害はありませんでした。 
町民の生命と財産を守ることが行政の第一義的義務であり、これを新たな教訓に防災計

画を見直し、あらゆる自然災害に対する対応を図ってまいります。 
 救急業務につきましては、高齢化の進行等を背景に、救急ニーズが増加傾向にある中に

おいて、救急救命士の技能向上が求められており、現在、浦幌消防署の救急救命士は、資

格取得者６名、有資格者採用５名の11名であり、今後においても、引き続き有資格者の採

用をもって、更なる救急体制の確立を図るとともに、救急隊員の資質の向上を図ってまい

ります。 
 消防施設の計画的整備につきましては、災害態様の変化と多種多様化する災害に対応す

るため、消防装備の近代化を進めてまいります。 
 消防団の活性化につきましては、消防団員の減少や高齢化により、消防力の低下が懸念

されているところであり、消防団員の加入促進を図ってまいります。 
 消防を取り巻く昨今の情勢につきましては、電波法の改正に伴い平成28年５月31日から

消防救急無線のアナログからデジタル化への移行により、平成25年１月１日運用開始を目

標として消防広域化の推進による消防力の強化を検討しているところであります。 
２の雇用対策につきましては、本年度も「緊急雇用創出推進事業」により、失業者に新

たな仕事が見つかるまでのつなぎ雇用として、町臨時職員を採用する緊急雇用を始め、「雇
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用創出人材育成事業」を活用して、働きながら資格のとれる雇用対策を実施していく考え

でおります。 
また、季節労働者救済対策としては、「ふるさと東十勝通年雇用促進協議会」の計画に

基づき資格の取得助成など、通年雇用化へと導くための事業を進めてまいります。 
３の定住・移住・交流人口の拡大対策につきましては、移住・定住の促進や地域の活性

化を図るため、浦幌町への移住希望者等が一定期間、町内において生活体験ができる移住

体験住宅を整備します。 
民間サイドにおける本町の「子ども農山漁村交流プロジェクト」が中心となり、近隣町

村の農林漁家で都会の児童生徒の受け入れが行われており、本年度も道内外から多くの中

高校生が本町の恵まれた自然環境の中で農林漁業体験を行う予定となっていることから、

こうした交流人口拡大の取り組みや本町の子どもたちを核としたふるさとづくりである

「うらほろスタイル推進事業」を引き続き支援し、関係機関と連携して事業を進めてまい

りたいと考えております。 
 また、町ホームページの運用についても、多くの方が興味を抱く、魅力的で利用しやす

いホームページを目指すため、モニター制度を導入してまいります。 
４の環境対策につきましては、浦幌町における年間日射量は、全国各地と比べて高い地

域であり、太陽光エネルギーの活用を推進するため、昨年度から行っている「太陽光発電

システム導入補助事業」及び基幹産業である林業の活性化を促進するため、「木質ペレッ

トストーブ導入支援補助事業」について、要件を緩和し利用推進してまいります。 
ゴミの減量化や分別について一層推進し、不法投棄防止やペットの適切な飼育管理につ

いては、町民意識の高揚と啓発を行いながら不法投棄パトロールを実施するとともに、悪

質な違法行為に対しては北海道警察と連携し厳しく対処して、住みよいまちづくりに努め

てまいります。 
５の産業の振興につきましては、農業につきましては、一昨年・昨年と２年連続して天

候不順により収量が平年を大きく下回り、大きな被害を受けました。 
本年度から「農業者戸別所得補償制度」が本町の主要農産物も対象となり、農業政策の

大きな転換期を迎えておりますが、今年こそ豊穣の出来秋が迎えられることを祈念してい

るところであります。貿易自由化を目指すＴＰＰ交渉の参加問題は、当初６月に最終判断

をするとしていた日程は、東日本大震災の影響から11月に先送りされましたが、対応を誤

ると農業のみならず地域経済が崩壊しかねないことから、今後においても北海道全体で反

対運動を展開していかなければなりません。 
農地基盤の根幹をなす生産基盤の整備につきましては、引き続き下浦幌地区の国営総合

農地防災事業、中浦幌地区道営畑地帯総合整備事業を進めるとともに、町単独事業による

明渠、暗渠排水などの排水改良、土層改良などの圃場整備を進めてまいります。  
 また、新規事業として、浦幌地区道営畑地帯総合整備事業を本年度から事業着手してま

いります。 
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畜産につきましては、自給飼料確保と繁殖雌牛導入に対する支援を引き続き実施すると

ともに、近年、家畜伝染病のまん延が危惧されていることから、家畜伝染病自衛防疫推進

事業など継続的に支援を実施してまいります。 
林業につきましては、カラマツを主体とする人工林の約半数が伐期を迎え、素材生産は

堅調に推移しているものの、合板材としての需要が高いため、地元の製材工場では原木不

足が続いている状況にあります。 
この様な中で木材市況は依然として安定しておらず、伐採した跡地への植栽が進まない

状況が懸念されております。豊かな森林を保有する本町としましては、新たに創設された

森林環境保全直接支援事業を活用し、伐採跡地の再造林及び集約化による搬出間伐を推進

するとともに、植栽・下草刈・除伐に対する町費補助事業を継続し、健全な森林の育成の

ため必要な施業を適時・適切に実施してまいります。 
漁業につきましては、昨年、本町の基幹漁業である秋さけ定置網漁につきまして未曾有

の不漁、ほかの魚種につきましても総体的な魚価の低迷により、漁業を取り巻く環境は非

常に厳しい状況下にあります。 
こうした中、沿岸漁業を支えるには、資源管理型漁業の推進による水産資源の維持・増

大を図ることが重要であり、引き続き、さけ増殖事業やマツカワ・クロソイ等の中間育成

事業に対し助成支援を実施するとともに、漁場の環境保全のため様々な悪影響を及ぼして

いるヒトデの駆除対策事業についても同様に継続して助成支援をしてまいります。 
また、本年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う津波により、甚大な被害を

受けた大津漁業協同組合の施設復旧に対して助成支援を実施してまいります。 
現在、北海道が実施しております厚内漁港の整備につきましては、着実な整備促進につ

いて、今後も要請してまいります。 
 商工業につきましては、景気悪化に伴い経営困難に陥らないよう町融資の斡旋、運転資

金や設備資金の借入金にかかる利子補給と併せ、国の施策でありますセーフティーネット

貸付を活用し、地域経済の活性化に向け、引き続き商工会との連携強化を図り、支援に努

めてまいります。 
観光の振興につきましては、社会資本総合整備事業により平成21年度には「道の駅」を

開設し、本年３月には「留真温泉」が再開する事が出来ました。 
これにより、交流人口の増加と経済効果の創出が顕著に現れてきており、更なる本町の

観光振興を推進するため、既設観光施設である「森林公園」も含め、各指定管理者と連携

を図りながら推進してまいります。 
６の子育て支援対策につきましては、子育て支援につきましては、第３期まちづくり計

画及び浦幌町次世代育成支援後期行動計画に基づき、各種事業の推進に努めてまいります。 
少子化対策の一助として、現在実施しています第２子保育料半額、第３子以降無料化等

の保育料の負担軽減を継続するなど、未来を担う子どもたちを安心して育てられる環境づ

くりに取り組んでまいります。 
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 高等学校等に進学する生徒のため、平成22年度から就学に係る費用の一部を補助してお

りますが、今年度においても家庭の教育費負担の軽減と教育の機会均等を図るため継続実

施するとともに、制度の趣旨等の周知を図ってまいります。 
７の教育・文化及びスポーツの振興についてですが、教育委員会と緊密な連携を図りな

がら各種施策を推進してまいります。 
本町の学校施設は、浦幌中学校の校舎・屋内運動場建設により、すべて耐震化が図られ、

児童生徒の安全・安心を確保することができました。 
「浦幌町教育の日」の取り組みについては、学校・家庭・地域・関係機関が一体となっ

て地域総ぐるみで、「早寝・早起き・朝ごはん（あいさつ・ノーテレビデー）運動」を展開

し、本町の明日を担う子どもたちの育成に努めてまいります。 
社会教育においては、本年度からスタートした第７期浦幌町社会教育中期計画に沿って、

各種施策を推進するとともに、町民の皆様が、各地域の公民館をはじめ、社会教育施設を

利用して生涯学習に参加できるよう取り組んでまいります。 
また、節目の「第60回十勝女性大会」が本町を会場に開催されますことから、町として

も必要なご支援をさせていただく考えであります。 
今日まで、町民の生涯学習やスポーツの場として多くの町民の方にご利用いただいてい

る町立図書館につきましては、本年度より開館日を増やし、博物館と総合スポーツセンタ

ーにつきましては、休館日の変更により、利用者のニーズに応えた、より良いサービスを

提供してまいります。 
これまで、町民協働のまちづくりを率先して実践いただいている社会体育関係団体の皆

様には、今後ともご理解とご協力をいただきながら、生涯学習社会の実現を目指して全力

を尽くしてまいります。 
８の快適な生活ができるまちづくりについてですが、道路網の整備につきましては、地

域の活性化や住民生活の利便性、安全・安心を確保するための最も基本的なインフラであ

り、町道については、継続路線及び新規２路線の改良舗装工事を実施してまいりますとと

もに、安全性を確保するために、緊急度に応じて経済的かつ計画的な維持・補修を実施し

てまいります。 
住宅施策につきましては、昨年度策定しました住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化

計画に基づき「豊かな自然に恵まれた、誰もがいつまでも安心して生活できる住まいづく

り」を基本理念として実施してまいります。初年度であります本年度は、住民アンケート

調査で要望が最も多かった住宅リフォームに対する補助を、耐震診断及び改修に要する経

費の一部補助と合わせて行ってまいります。また、老朽化の著しい公営住宅の整備につい

ては、来年度から公営住宅買取方式により実施するために公営住宅整備事業実施方針を作

成いたします。 

公共下水道につきましては、平成２年３月に浦幌終末処理場が供用開始して以来、適正

な維持管理に努めてまいりましたが、標準的耐用年数が経過し、老朽化による機能維持が
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困難な機器及び設備等の更新を実施してまいります。また、個別排水処理につきましては、

平成９年度から合併処理浄化槽の整備を進め、188基が使用され、その維持管理に努めて

いるところですが、新たに10基の設置を予定しております。 

簡易水道につきましては、給水区域の拡張整備として、宝生高台地区の一部配水管の新

設工事及び幾千世浄水場遠方監視装置設備更新を実施するとともに、下浦幌地区道営営農

用水事業は、配水管路工事を継続で実施してまいります。 

地籍調査事業につきましては、土地所有者の権利保全、境界紛争の未然防止、公共事業

の円滑な実施等を目標に、平成５年度に着手以来18年が経過し、進捗率は43.4％でありま

すが、今後は事業継続地区としてチプネオコッペ地区6.04平方キロメートルについて実施

してまいります。 

交通安全及び防犯運動の推進につきましては、昨年、北海道は東京都と並び６年ぶりに

交通事故死者数全国ワーストワンになり、町内においても町民の方ではありませんでした

が、３名の尊い命が失われるという残念な結果となり、改めて町民とともに交通安全の推

進に強力に取り組まなければならないと決意をあらたにするところであります。 
交通安全指導員及び防犯指導員のご協力を得るとともに、北海道警察と連携を密にして

事故や犯罪のない明るい町の実現に努めてまいります。 
 消費者対策については、いまだ全国的に悪質商法や、東日本大震災に便乗した悪質な詐

欺、また、身に覚えのない不当請求などの犯罪があとを絶たない状況にあります。こうし

た被害から町民を守るため、今後も、浦幌消費者協会、北海道警察と連携を図りながら消

費者への情報提供や啓発活動等、各種消費者対策を推進し、被害の未然防止に努めてまい

ります。 
パスポート発行事務については、平成23年10月から北海道より権限委譲を受け、役場窓

口での申請・受領が出来るようになりますので、町民の方の利便性が向上することから、

事務開始に向け町民の方への周知等を図ってまいります。 
町内の携帯電話不感地域の解消を図るため、瀬多来地区及び静内地区において、国の携

帯電話等エリア整備事業を活用し、移動通信用鉄塔施設を整備してまいります。 
また、浦幌町と本別町間を運行している公共交通体系を見直し、本年７月１日から新た

に本別町と本町の共同運行による本別・浦幌生活維持路線バスが運行開始することになり

ますが、一層の利用者の利便性向上を図ってまいります。 
９の福祉・保健予防・医療対策についてですが、社会福祉、社会保障の向上及び増進に

つきましては、障害者自立支援法をもとに各種障がい福祉サービスを提供しておりますが、

現在、国においては、平成25年８月の施行に向け、障害者自立支援法に代わる（仮称）障

害者総合福祉法の検討が行われているところであり、国及び北海道の政策動向を注視し、

適時適切に対応してまいります。 
介護保険事業運営及び老人福祉サービスの提供につきましては、「第４期浦幌町老人福祉

計画」「介護保険事業計画」が最終年であることから、老人福祉サービスの現状と課題及び
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介護保険サービスの給付実績と需要予測を適切に把握し、本年度中に第５期計画を策定し、

より一層の介護サービスの充実に努めてまいります。また、包括支援センターについては、

高齢者の生活を総合的に支援するための拠点として、更なる業務の充実を図る取り組みを

行ってまいります。 
 要援護者の災害時における避難対策としまして、町内の福祉施設との連携を図り福祉避

難所の設置（指定）を行い、災害時における要援護者の支援に努めてまいります。 
後期高齢者医療制度につきましては、国は新しい高齢者医療制度について検討を行って

おりますが、動向を見極めながら対応してまいります。 
国民健康保険事業につきましては、一般会計からの繰入金により特別会計の収支を保っ

ておりますが、医療給付費の増大傾向が続いており、「特定健康診査・特定保健指導」につ

いて、受診率向上のために受診・健診の促進を図りながら、受け入れ医療機関との調整を

行い、より多くの方が最寄りの医療機関等で健診が受けられるように引き続き進め、医療

費を抑制しつつ、持続的かつ安定的な国民健康保険事業特別会計の適正・健全な運営の確

保に努めてまいります。 
また、国保人間ドックも継続して事業を行い、若年層から総合的に健康診査を受ける習

慣と、生活習慣病の早期発見及び早期治療に結び付けて総医療費の抑制に努めてまいりま

す。 
保健予防につきましては、安心して出産し、子育てができるよう、妊婦健康診査や乳児

一般健康診査の助成を行うとともに、子育て支援の充実を図るため、水痘、おたふくかぜ

ワクチンなどの５種類の任意予防接種の全額助成を実施します。また、子育てに関係する

各機関と連携を図りながら、乳幼児健診や相談事業などの母子保健事業の充実に努めてま

いります。 
 町立診療所の運営につきましては、過疎地域における医師確保が難しいと言われる中に

あって、菅原所長をはじめ多田医院の小野寺、片野両先生、道内外の多数の先生方のご理

解ご協力をいただき、町立診療所が運営できていることに対し、心から関係者に感謝申し

上げるところであります。 
 住民が地元において安心して暮らすためには、医療機関は不可欠であり、診療所のある

べき姿について引き続き菅原所長と十分協議をしながら信頼のおける診療所づくりに努め

てまいります。 
10の納税意識の普及についてですが、町の貴重な財源である徴収金については、負担の

公平性・公正性の原則堅持から、滞納者に対しましては、分納計画等きめ細かな収納相談

や必要に応じた臨戸徴収を実施し、町税にあっては、「十勝市町村税滞納整理機構」の活用

と預貯金・給与等や、動産・不動産の差押を行い「インターネット公売」の利用による滞

納処分を進めてまいります。 
さらに徴収金の多重滞納者にあっては、関係課により構成している「滞納金徴収事務プ

ロジェクト」で担当課職員相互の連携を密にし、適切な滞納整理を実施してまいります。 
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第３期まちづくり計画における人口減少対策として進めてまいります重点プロジェクト

でありますが、プロジェクト１の「子どもを産み育てる環境の整備」では、本年度から特

別保育事業として、しらかば保育園において実施しております一時保育の利用実施基準年

齢を満６ヶ月以上に引き下げるとともに、放課後児童健全育成事業として開設している学

童保育所の入所定員を50名に拡大し、保育サービスの充実に努めてまいります。 
独自の子育て支援策として、町民の出産を祝福し出産祝金を贈呈しておりますが、子供

の健やかな成長をなお一層支援するため、本年度から１子につき出産祝金の額を５万円と

し、全額金銭又は全額ハマナス商品券、一部金銭とハマナス商品券のいずれかを本人に選

択していただき、本人の意向に基づき決定・贈呈をすることになり、今後とも趣旨等の周

知を図ってまいります。 
 また、子育て世代の医療費負担の軽減と子育て支援を図るため、医療費の助成を行って

おりますが、本年度から中学生まで医療費の無料化を拡大し、子育て家庭を支援してまい

ります。これらの子育て支援についての各種サービスを周知するためのガイドブック作成

を行います。 
プロジェクト２の「雇用機会の創出」では、浦幌町地域産業活性化補助金による町民自

らのアイデアと意欲を引き出し、自主的・主体的に取り組む起業や新規開拓事業に要する

経費に対して支援し、新たな雇用の創出や地域産業の活性化を促進し、元気あるまちづく

りの実現を目指します。 
後継者対策としまして、新規就農者への支援を拡充するとともに、関係機関との連携を

密にしながら新規就農者の確保に努めてまいります。 
企業への雇用対策を図るため、浦幌町雇用促進事業による新規に正規社員として雇用し

た事業所への雇用補助を行い、中小企業者等の育成と雇用の促進が図られるよう推進して

まいります。 
「地場工業振興条例」及び「企業誘致促進条例」の条件緩和を行うなど、企業誘致と地

場工業育成を進めてまいります。 
 また、特定非営利活動法人の設立認証等に関する事務について北海道から移譲を受け、

設立認証等に係る事務の迅速対応を進め、法人活動の活性化を推進してまいります。 
プロジェクト３の「居住環境の整備充実」では、浦幌町に住みたい、住んでいたいと考

える方を増加させるために、ホームページからの情報発信を高めるとともに、居住環境の

整備充実を図るべく、住宅の新築又は中古住宅を購入し居住する場合における住宅建設等

補助を実施し、支援してまいります。 
また、農業研修生のための住宅を確保し、研修環境の整備を図ります。 
新たに町民となる転入世帯主に、ハマナス商店会が発行するハマナス商品券を交付し、

転入促進対策と地域商店の活性化の一助となるよう努めてまいります。 
以上、町政執行につきまして私の基本的な考え方を申し上げましたが、私は、これまで

も申し上げてきておりますように、住民自治確立のため、町民の皆様との対話を積極的に
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進め、そして職員とともに知恵を絞り、行政改革に取り組み、財政健全化に努めながら、

この浦幌に住む人、住んでみたい人が「住みたいまち」「住んで良かった」そんなまちを一

人ひとりの創造する力、行動する力、そして協働の力で作り上げていきたいと考えており、

あらゆる機会を通じて町民の皆様に情報をお伝えし、対話を大切に町政執行にあたってい

きたいと考えております。 
町議会をはじめ、町民の皆様の深いご理解とご協力を重ねてお願い申し上げ、町政執行

方針といたします。 
○野村副議長 以上で、町政執行方針を終わります。 
 

◎日程第１２ 平成２３年度教育行政執行方針 
○野村副議長 次に、日程第 12、平成 23 年度教育行政執行方針の説明を求めます。 
 教育委員長。 
○岡崎教育委員長 平成23年第２回浦幌町議会定例会の開会にあたり、教育委員会の所管

行政に関する執行方針について申し上げます。 
 教育は、政治・経済・文化をはじめ、社会のあらゆる領域の基盤であり、自らの力で新

しい時代を切り拓いていく人間を育成するための、変わることのない未来への投資と人づ

くりであると考えています。 
 教育委員会では、今年度からスタートした浦幌町第３期まちづくり計画の基本目標「う

らほろスタイルを創出する教育・文化のまち」を目指して、主要な施策を町民の参画と協

働の指針に沿って実行してまいります。 
 昨年11月３日に「浦幌町教育の日」の制定を宣言して以来、今日まで、学校や家庭、地

域、関係機関が一体となって地域総ぐるみの運動を展開していただき、「早寝・早起き・朝

ごはん（あいさつ・ノーテレビデー）運動」を合言葉に、子どもたちの生活習慣の実態把

握とその改善・向上に取り組みを強めていただいておりますことは、本町の未来の宝であ

る子どもたちの育成にとって、幾筋もの光明が差す思いであります。  
今後、より幅広い運動となるよう「教育の日推進協議会」の拡充を図り、全町を網羅し

て毎日が「浦幌町教育の日」となるよう積極的に進めてまいります。 
これらの取組については、情報を積極的に発信するため、ホームページや「浦幌町教育

の日便り」、「学校便り」などに掲載いたします。 
初めに、学校教育については、今年度の重点目標として『「生きる力」を育てる学校づく

りの推進』を掲げ、それぞれの学校や地域の特性を生かして、地域総ぐるみの教育に取り

組んでまいります。 
新学習指導要領の小学校全面実施年、中学校最終移行年を迎え、「早寝・早起き・朝ごは

ん（あいさつ・ノーテレビデー）運動」の着実な推進を図り、基礎的な学力や体力・運動

能力の向上、豊かな心の育成を目指します。 
１の魅力ある学校づくりにつきましては、開かれた魅力ある学校づくりを展開するため
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に、学校は自ら情報発信に努め、自己評価や外部評価の結果を公表し、学校評議員や保護

者、地域などから広く意見や多くの声を取り入れ、開かれた学校運営の改善・充実を図り

ます。 
また、幼稚園・保育園、小学校、中学校との連携を深め、学校間の円滑な接続による学

びの連続性を確保しつつ、小規模校においては、小中一貫教育を視野に入れた教育活動を

調査・研究し、試行に着手してまいります。 
２の確かな学力につきましては、学校は、浦幌町教育の日推進協議会などと連携して「早

寝・早起き・朝ごはん（あいさつ・ノーテレビデー）運動」を推進し、「すいみん表」など

の活用を通して生活リズムの改善・向上に努めます。 
 校長会や教頭会において「学力向上推進協議会」を設置するとともに、各学校において

は「学力向上改善委員会」を組織し、全教職員あげて全国学力・学習状況調査の結果分析、

改善策の協議、実効ある取組を進めます。 
 また、少人数指導や習熟に応じた指導、個別指導やグループ別指導、発展的・補充的学

習など、個に応じたきめ細かな指導の充実を図る授業改善に努めます。 
 図書館や民間団体との連携・協力により読書活動を進めるとともに、学校生活全体を通

して読解力の向上を目指します。 
 理科や算数・数学の不思議さや楽しさに触れるため、今年度から十勝東部方面教育振興

会が実施する「リアルサイエンス理数教室」事業を活用してまいります。 
特別支援教育においては、児童生徒の実態やニーズに応じた個別の教育支援計画や、個

別の指導計画を作成・交流し、良さや可能性を伸ばすきめ細かな指導に努めるほか、特別

支援教育支援員を浦幌小学校及び浦幌中学校に継続して配置し、学校生活や学習上での困

り感を持つ児童生徒の教育的ニーズや、特別な支援を要する児童生徒への対応を図るなど、

指導・支援の充実を図ります。 
また、「特別支援教育連携ネット」等の関係機関と連携した活動を継続して行うほか、町

就学指導委員会の活動を通して、学校、家庭、関係機関との連携や就学指導体制及び特別

支援教育の充実・強化に努めてまいります。 
３の豊かな心についてですが、道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて行い、

慈しみの心で紡がれた学校づくりや地域づくりに努めます。道徳の副読本や「心のノート」

の活用を図るとともに、ボランティア活動や自然体験活動、集団宿泊活動などの豊かな体

験を生かす多様な指導の工夫、琴線に触れる教材の開発や資料の活用に努めます。さらに、

地域の人材や外部講師の活用、参観日の道徳授業公開など地域と連携した開かれた道徳教

育を進めてまいります。 
ふるさと教育の推進については、「うらほろスタイル教育」を創造するため、「地域への

愛着を育む事業」や「子どもの想い実現事業」「農村つながり体験事業」、博物館の「ふる

さと探訪移動講座」等に積極的に参加し、地域の魅力発見を通して、児童生徒に自分が住

んでいる町に自信と誇りを持たせ、積極的に地域に貢献しようとする態度を育てます。 
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５年生による１泊２日の農林漁家での宿泊体験活動を引き続き行い、基幹産業への理解

と食の大切さを学ぶとともに、豊かな人間性や社会性を育みます。 
キャリア教育については、地域の人材の活用や商工会・企業・産業団体と連携して推進

し、望ましい職業観や勤労観を身に付けるとともに、うらほろスタイル教育の「子どもの

想い実現事業」とも連動して、まちづくり構想を提案する力を養ってまいります。 
生徒指導については、いじめ・不登校・問題行動の早期発見・早期対応に努めます。と

りわけ「いじめは人間として絶対に許されない行為である」ことを基本に据え、教職員が

一丸となっていじめ発見・撲滅のために真剣に取り組んでいきます。 
また、不登校については、家庭や相談機関等と連携し、心の居場所としての学校づくり

に努めます。あわせて、犯罪防止に向けた指導、有害情報や性・薬物等についての正しい

理解を図るため各種教室を開催いたします。 
さらに「小１プロブレム」や「中１ギャップ」、「高１クライシス」等の心の悩みによる

不登校やいじめ等の未然防止に向けて、幼・小・中・高間での連携を深めてまいります。 
４の健やかな体につきましては、全国体力・運動能力等調査の結果などを参考に実態把

握を行い、運動の楽しさや喜びを味わいながら積極的に運動に親しみ、体力・運動能力の

向上に努めます。 
食に関する指導の充実については、今年度から新たに浦幌中学校に栄養教諭が配置され、

望ましい食習慣の形成や、食に関する自己管理能力の育成などを進める食の教育の充実強

化を図ります。 
また、学校給食については、町内の食材を取り入れた「浦幌みのり給食」の実施と十勝

管内・北海道内で収穫や漁獲された原材料をより多く利用して地産地消を拡大し、安全・

安心な学校給食を提供してまいります。 
安全教育を推進するため、学校においては、地域安全マップや危機管理マニュアルの見

直し、地震・津波、火災、不審者侵入に対する避難訓練を実施して、自他の生命を守る教

育を推進してまいります。 
この他、省エネルギーやリサイクルなど資源を大切にする教育、飽食の時代だからこそ

先人から学ぶ「もったいない運動」を推進してまいります。 
５の資質の向上と組織の活性化につきましては、教職員の資質向上を図るために、校内

研修では教育局指導主事等を積極的に活用し、校内研修と連動した自己研修に努め、研修

成果の積極的公開や各種研究会や教育研修センター講座などの積極的参加に努めます。 
教職員の服務規律の徹底を目指し、具体事例をもとに教育公務員としてのモラルを高め

る研修を計画的、継続的に行います。 
６の教育環境の整備についてですが、児童生徒の安全・安心を確保するため、引き続き

学校安全講習会の開催や、シックハウス対策として学校室内環境測定を行ってまいります。 
浦幌中学校の校地内通学路の整備をはじめ、浦幌小学校体育館駐車場舗装改修工事、上

浦幌中央小学校玄関前駐車場舗装改修工事、各小学校及び上浦幌中学校普通教室及び廊下
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網戸取付工事、上浦幌中学校グラウンド芝改修工事を行います。 
学校給食センターは、老朽化している施設設備の更新を計画的に行うために食器洗浄機

等の設備の更新、揚げ物用のガスフライヤー設備の更新を図ります。 
去る２月に道内学校給食共同調理場において発生した食中毒事故を受け、北海道教育委

員会及び帯広保健所合同による立入検査結果の改善指摘事項に対処するため、調理場床材

の補修工事、換気設備等の内・外部塗装工事を実施いたします。 
引き続き教職員の居住環境の向上を図るため、上浦幌地区の教員住宅を水洗化するため

に実施設計及び合併処理浄化槽を設置し、来年度からの水洗化改修工事に備えてまいりま

す。 
 また、高等学校への遠距離通学生等に対する助成措置として、生活困窮世帯の保護者を

対象に、遠距離通学等に係る経費の負担軽減を図る通学費等の補助事業を実施し、支援し

てまいります。 
 次に、社会教育については、生涯学習で得られた知識や経験が地域社会で生かしていく

という理念に沿って策定された第７期浦幌町社会教育中期計画に基づいて、事業を展開し

てまいります。 
１の社会教育の推進につきましては、人口減少や少子高齢化という社会構造の変容に伴

い、地域の活力や人的資源を掘り起こすためにも、公民館を拠点とした地域活動を積極的

に展開することが求められています。このために、地域ごとの寿大学や公民館講座を継続

して開設するとともに、生涯学習公開講座の一部を地域へ出向いて開催するなど、町民の

生涯学習に対する要求に基づいた事業を展開してまいります。 
また、地域全体で学校教育を支援するため、学校と地域の連携体制を構築し、引き続き

学校支援地域本部事業の充実に努めてまいります。 
さらに、学校教育との連携を図りながら通楽（学）合宿や子ども居場所づくり事業「オ

ーラポロ広場」、「少年道外交流事業」、「少年リーダー養成講習会」などの少年教育につい

て、引き続き社会教育関係団体やボランティアサークルなどのご協力をいただき、継続し

て実施してまいります。 
幼児教育については、家庭教育学級や子育て支援センターと連携した家庭教育講演会や

子育て出前ミニ講座、親子ふれあい公演などを引き続き開催してまいります。 
成人教育、高齢者教育については、世代間を繋ぐ役割として積極的に交流を図り、地域

コミュニティを再活性させるため、異業種間・広域的な交流の機会を促進するとともに、

各種体験事業を実施してまいります。 
これまで実施している豊頃町・浦幌町社会教育委員合同研修会は引き続き開催するとと

もに、社会教育事業の共有化等を推進し、両町社会教育の一層の充実発展を図ってまいり

ます。 
図書館事業については、町民一人ひとりが読書に興味を持てるよう図書館情報の提供に

努めるとともに、「ブックスタート事業」を継続して実施いたします。 
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さらに今年度は、「浦幌町教育の日」と連携した事業を展開するため、「浦幌町子どもの

読書活動推進計画」を策定してまいります。 
博物館事業については、各種講座や企画展を開催するとともに、恵まれた自然環境や文

化財等の地域資源や、本町の魅力を再発見する移動講座の開催や貴重な資料の収集・保管

に努めます。博物館展示ホール改修工事を行い、白亜紀から新第三紀にかけての化石資料

を中心とした展示ブースの増設と、映像データや展示資料の一部更新を行ってまいります。 
また、教育文化センターを活用した町民の皆さんの芸術作品の発表の場となる小企画展

や、町民が気軽に音楽に親しんでもらえるロビーコンサートを開催し、町民の皆さんの芸

術文化活動の発表の場として活用してまいります。 
２のスポーツの振興についてですが、既存の運動競技や軽スポーツの振興に努めるとと

もに、幅広い世代で楽しめるニュースポーツの開発と普及に努めます。また、町民がスポ

ーツに取り組めるよう各種スポーツ教室を開催し、スポーツを楽しみながら体力増加を図

る機会の充実に努めます。さらには、スポーツに親しむための環境整備と指導人材の育成・

活用に努めるため、定期的なスポーツ指導者養成講習会を本年度より実施いたします。 
これまで、指定管理者制度により管理を行っています総合スポーツセンター及び周辺施

設並びに浦幌パークゴルフ場については、民間事業者のノウハウを活用し、より一層の利

用者へのサービス向上や効果的・効率的な施設運営を行ってまいります。 
町民協働のボランティアにより施設管理を行っていただいているアイスアリーナ、町民

球場、町民リンクについては、関係団体の皆さんと定期的に意見交換を行い、継続的に管

理していただけるよう努めてまいります。 
施設整備につきましては、町民球場フェンス補修工事、総合スポーツセンターの自動ド

ア取替工事及び暖房用ボイラー自動制御機器改修等工事、その他社会教育施設及び体育施

設の経年劣化による営修繕及び備品購入を行い、施設利用者の安全確保と要望・意見に応

えてまいります。 
以上が、本年度に教育委員会が取り組む主な事業の内容でございます。教育の振興は、

行政だけでは成し遂げられるものではなく、町議会、学校、保護者、地域住民が一体とな

った取り組みが重要であります。 
今後とも、一層のご理解とご協力を賜りますようお願いいたしますとともに、子どもか

らお年寄りまでの町民の方々が、本当に浦幌町に住んで良かった、ここで学べて良かった

と思えるよう全力で取り組む決意を申し上げ、平成23年度教育行政執行方針といたします。 
○野村副議長 以上で、教育行政執行方針を終わります。 
 
     ◎日程第１３ 議案第３８号 
○野村副議長 日程第 13、議案第 38 号 浦幌町税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。 



- 27 - 
 

 町民課長。 
○大山町民課長 議案第 38 号、浦幌町税条例の一部改正について。 
 浦幌町税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 
 平成 23 年６月 13 日提出、浦幌町長。 
 本条例案につきましては、条例の朗読を省略させていただきまして、別紙、浦幌町条例

の一部改正に関する条例の説明資料に基づきまして説明をさせていただきます。 
 説明資料１ページをごらんいただきたいと思います。 
 最初に、１、改正の趣旨についてでございます。 
 平成 23 年３月 11 日発生の東日本大震災の被害が、甚大かつ広範囲に及んでいることか

ら、被災者等の負担の軽減を図るため、「地方税法の一部を改正する法律」、「地方税法施行

令の一部を改正する政令」及び「地方税法施行規則の一部を改正する省令」が平成 23 年

４月 27 日にそれぞれ交付され、同日から施行されたことに伴いまして、浦幌町税条例の

一部を改正するものでございます。 
 また、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律、通称、震

災特例法が地方税法の改正と同じく、平成 23 年４月 27 日に公布、施行されております。 
 次に、２としまして、改正内容の主なものでございます。 
 今回の改正につきましては、附則に３条を追加するものでございます。 
まず１、住民税関係でございます。東日本大震災に係る雑損控除額等の特例、附則第 22

条でございます。雑損控除は災害などの発生した翌年に確定申告を行い控除の適用を受け

ることとなっておりますが、今回の大震災により住宅家財、浦幌町におきましては、自動

車等もございますが、それら自動車等を含めまして生じた損失額に限り、特例として納税

義務者の選択により、平成 22 年に生じた損失金額として、平成 23 年分の個人住民税での

雑損控除の適用について規定しているものでございます。 
また、雑損控除を適用し、その年分の総所得金額等から控除しても控除しきれない損失

額につきましては、繰越控除可能期限が３年から５年に延長されております。 
雑損控除とは、災害、盗難、横領等によって資産に損害を受けた場合などに、一定の金

額を所得金額から控除できるものでございます。ただし、保険金、損害賠償で補てんされ

る金額がある場合につきましては、その金額を差し引いた額が損失額となります。損失控

除の対象となる資産につきましては、自己、または、自己と生計を一つにする配偶者、そ

の他親族の方がする生活に通常必要な住宅や家財等の資産となってございます。この特例

の適用を受ける場合には、平成 22 年分の確定申告、修正申告等を税務署に提出いただく

ことになります。この特例を受けない場合におきましては、来年の３月 15 日までに確定

申告をすることにより雑損控除の適用が受けられます。また、雑損控除には事業用資産等

は含まれておりませんが、今回の地方税法の一部改正により事業用資産等につきましても、

雑損控除と同じように、平成 22 年分の事業所得の金額の必要経費に算入することができ

るというふうになってございます。この改正で本町につきましては、雑損控除におきまし
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ては自動車等の被害があったということで対象となる可能性がございます。また、事業用

資産、特に償却資産、漁船等でございますが、これについては事業用資産の経費の参入が

可能ということになってございます。 
次に、東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例についてでござ

います。附則第 23 条でございます。住宅借入金等特別税額控除、通称、住宅ローン控除

でございますが、この適用を受けていた住宅が大震災により被害を受けたことにより、住

居の用に供することができなくなった場合におきましては、引き続き控除対象の残り期間

につても住宅借入金等特別税額控除の適用を受けることができるよう規定したものでござ

います。本町については、該当がないものというふうに思います。 
 次に、２ページをお開き願いたいと思います。 
 固定資産税関係でございます。東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けよう

とする者がすべき申告等、附則第 24 条でございます。大震災により滅失または損壊した

住宅の敷地の用に供されている土地について、平成 24 年度分から平成 33 年度分の 10 年

間は当該土地を住宅用地としてみなし、固定資産税の課税標準の特例措置等を適用する場

合の手続き等について規定しているものでございます。このことについても、本町につい

ては該当のないものという考え方でございます。 
 次、３の施行期日でございますが、公布の日から施行する。ただし、附則に３条を加え

る改正規定のうち、附則第 23 条に係る部分については、平成 24 年１月１日から施行する

ということでございます。 
また、今回の地方税法の一部改正に係りまして、地方税条例の一部改正はございません

が、一部関係する分がございますので、参考までに説明申し上げます。 
１点目としまして、固定資産税関係でございますが、東日本大震災により滅失または損

失した償却資産の所有者等が、当該償却資産にかわる償却資産を平成 28 年３月 31 日まで

の間に、被災地域において取得等した場合には、課税標準を４年度分２分の１とするとい

うことになってございます。 
次に、軽自動車税の関係でございます。東日本大震災により滅失または損壊した自動車

等の所有者が、被災軽自動車等にかわるものとして軽自動車等を取得した場合は、それら

にかかる軽自動車税を平成 23年度から平成 25年度までに限り非課税とするということに

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

○野村副議長 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〕 

○野村副議長 質疑なしと認めます。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○野村副議長 討論なしと認めます。 
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 これより議案第 38 号を採決いたします。 
 本案を、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 
○野村副議長 ありがとうございます。起立多数であります。 
 よって議案第 38 号は、原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第１４ 議案第３９号 
○野村副議長 日程第 14、議案第 39 号 浦幌町住生活基本計画等策定委員会条例の廃止

についてを議題といたします。 
 説明を求めます。 
 施設課長。 
○新川施設課長 議案第 39号、浦幌町住生活基本計画等策定委員会条例の廃止について。 
 浦幌町住生活基本計画等策定委員会条例を廃止する条例を別紙のとおり定める。 
 平成 23 年６月 13 日提出、浦幌町長。 
 次のページをごらんください。 
 浦幌町住生活基本計画等策定委員会条例を廃止する条例。 
 浦幌町住生活基本計画等策定委員会条例（平成 22 年浦幌町条例第２号）は、廃止する。 
 附則。この条例は、公布の日から施行する。 
 この廃止条例制定の趣旨につきましては、浦幌町住生活基本計画等策定委員会条例に基

づく本委員会は９名の委員で構成され、昨年９月１日の開催の第１回会議から４回にわた

り慎重に審議をいただき、今年３月３日、浦幌町に対して基本理念や計画策定及び施策の

推進方針等について答申をいただいたことにより、本委員会の設置目的が達成されました

ので、本条例を制定し、浦幌町住生活基本計画等策定委員会条例を廃止するものでござい

ます。なお、附則において、本条例の施行期日は公布の日からと規定するものでございま

す。 
 以上で、説明を終了させていただきますので、よろしくご審議賜りますようお願いしま

す。 
○野村副議長 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〕 
○野村副議長 質疑なしと認めます。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○野村副議長 討論なしと認めます。 
 これより議案第 39 号を採決いたします。 
 本案を、原案のとおり決定することについて賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 
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○野村副議長 ありがとうございます。起立多数であります。 
 よって議案第 39 号は、原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第１５ 議案第４０号 
○野村副議長 日程第 15、議案第 40 号 定住自立圏形成協定の締結についてを議題とい

たします。 
 説明を求めます。 
 まちづくり政策課長。 
○鈴木まちづくり政策課長 議案第 40 号、定住自立圏形成協定の締結について。 
 帯広市との間において、別紙のとおり定住自立圏形成協定を締結する。 
 平成 23 年６月 13 日提出、浦幌町長。 
 次のページをおめくり願います。 
 定住自立圏の形成に関する協定書。 
 帯広市（以下「甲」という。）と浦幌町（以下「乙」という。）は、定住自立圏の形成に

関し、次のとおり協定を締結する。 
 以下、各条項の朗読説明につきましては、省略をし、別紙議案説明資料をもって説明を

させていただきます。 
 それでは、議案説明資料３ページをごらんおき願います。 
 最初に、まことに恐れ入ります。説明資料の修正個所がございますので、ご訂正方お願

いいたします。中段にございます、２、協定の内容の欄のところの、②、連携する取組及

び役割分担の下の、ア）、後段、カッコ書きで内容は別記参照となっておりますけど、別記

のところを別表第１。したがいまして、内容は別表第１参照と訂正を願います。また同じ

く、イ）、後段の同じように、カッコ書きのところの内容は別記参照の別記のところを、別

表第２とし、したがいまして修正後には、内容は別表第２参照とご訂正願います。また、

ウ）のところでございますけれども、同じようにカッコ書きのところで、内容は別記参照

のところの別記を別表第３とし、修正後は、内容は別表第３参照とご訂正お願いいたしま

す。まことに失礼いたしました。申し訳ございません。 
 それでは、説明資料に基づきまして説明をさせていただきます。 
 １の協定締結の趣旨でございますけれども、三大都市圏も含め人口減少時代の到来を踏

まえ、特に地方圏においては、人口減少が顕著であり、少子高齢化が進んでいる状況下に

おいて、地方圏において安心して暮らせる地域を各地域に形成し、地方圏から三大都市圏

への人口流出を食い止めるとともに、三大都市圏の住民にもそれぞれのライフステージや

タイフスタイルに応じた居住の選択肢を提供し、地方圏への人の流れを創出し、地方圏域

全体の活性化を図るために全国的な見地から推進していく施策である「定住自立圏構想」

を十勝圏において推進していくため、平成 22 年 12 月 15 日に中心市宣言を行った帯広市

と周辺町村とが定住自立圏を形成するにあたり、定住自立圏構想推進要綱第５及び平成 23
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年浦幌町条例第７号、議会の議決すべき事件に関する条例第２条の規定により、定住自立

圏形成協定の締結に関し、町議会の議決を経ようとするものです。なお、国が定めました

定住自立圏構想推進要綱につきましては、平成 20 年 12 月に総務省から公表され、定住自

立圏形成に向けた具体的な手続きを定めたものであります。これを受けての構想推進を図

るものでございます。 
 ２、協定の内容。まず、１点目には、目的と基本方針でございますけれども、このこと

につきましては、第１条、第２条にうたってございます中心市宣言を行った帯広市と中心

市宣言に賛同した浦幌町が、連携協力と役割分担によって、十勝に暮らす住民の豊かな生

活の確保と十勝の更なる発展と魅力の向上を図るため、定住自立圏を形成するものでござ

います。中心市の都市機能と、周辺の町村の機能を協定によって連携し、魅力あふれる地

域の形成を行っていくことを目指すものでございます。 
 ②連携する取組及び役割分担。このことにつきましては、第３条及び別表第１から別表

第３に掲げてございます。大きく３つの政策分野ごとの取組内容及び役割分担を定めるも

のでございます。１点目、ア）では、生活機能の強化に係る政策分野、医療から防災まで

の分野になってございます。また、２点目のイ）では、結びつきやネットワークの強化に

係る政策分野、地域公共交通から移住・交流の促進までにわたる分野の内容でございます。

３点目のウ）では、圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野といたしまして、人材育

成を図る内容となっております。いずれも、別表第１から別表第３までの内容となってお

ります。 
 ３点目には、事務の執行の当たっての連携、協力及び費用負担を第４条でうたっており

ます。相互に役割を分担して連携、協力して事務の執行にあたり、必要な費用が生じた場

合については相互の受益の程度を勘案し、当該費用を負担するものでございます。 
 また、４点目には、第５条で協定の変更をうたっております。協定を変更する場合は、

相互に協議のうえ、あらかじめ議会の議決を経る内容となっております。 
 また、次のページでございますけれども、第６条におきましては、第５点目に協定の廃

止をうたっております。協定の廃止をしようとする場合は、同じくあらかじめ議会の議決

を経たうえで、議決書の写しを添付し、書面によって相手方に通告をするものとし、通告

があった日から起算して２年を経過した日にその効力を失う内容となっております。 
 ６点目には、第７条に協定に定めのない事項等の処理を協議して定める内容となってお

ります。 
 また、７点目には、協定の締結日といたしまして、平成 23 年７月初旬を予定しており

ます。なお、協定書につきましては、あくまで連携項目に係る基本的方針、方向付けを定

めたものでございまして、具体的事業等につきましては、今後策定する共生ビジョンの中

で明らかにするものでございます。その共生ビジョンの関係につきましては、資料といた

しまして５ページ、６ページにそれぞれ資料１、２の内容となっております。 
そのことにつきましては、３点目の今後のスケジュール（予定）についても内容となっ
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ております。７月初旬には、先ほど協定締結日で申し上げました、定住自立圏形成協定締

結。このことにつきましては、19 町村長による合同調印式を予定しております。また、同

じく初旬には、市町村長会議の開催をし、定住自立圏共生ビジョンの原原案の提示をする

ものでございます。その後、９月初旬までには、定住自立圏共生ビジョン懇談会を開催し、

原案の決定に至る内容となっております。この委員につきましては、帯広市、そして各町

村からの住民の方々も各１名参加ということでの内容となっております。また、８月初旬

には、この原案に対するパブリックコメントを実施し、９月中旬には、市町村長会議を開

催をし、その中で、最終的に定住自立圏共生ビジョンの決定を見る内容となっております。

９月の月末 30 日には、定住自立圏共生ビジョンの策定にあたった公表を行うというよう

な内容になっております。また、策定以降、十勝圏における連携・協力関係をより深め、

定住自立圏の取り組みを発展させるため、追加協定事項や共生ビジョンの見直しなどを行

うこととなっておりますので、引き続き幹事会等の存続という形になっております。なお、

形成協定の締結にあたりましては、管内帯広市とすべての町村が締結するため、19 市町村

が６月開会の議会に締結議案を提案することとなっており、本日提案させていただく内容

となった次第でございますのでご理解を賜りたいと思います。 
 以上で、説明を終わらせていただきますので、よろしくご審議のほどお願いいたしま

す。 
○野村副議長 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、中尾議員。 
○中尾議員 確認をさせてもらいますが、今回のこの策定のこの部分については、各委員

が選任をされるということでありまして、来月の初めからそういった会議が開かれるとい

うことですが、この委員については、町の職員ということなのか、それとも町民からとい

うことなのか、この辺の委員についての考え方、この辺の説明を求めたいと思います。 
○野村副議長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
○鈴木まちづくり政策課長 説明が不足しておりまして、申し訳ございません。 
 資料の６ページをごらんおき願いたいと思います。標題には、共生ビジョン懇談会委員

の割振りについて（案）となっております。また、資料の２ということで、付題になって

おります。この中で、右側の欄にございますブロック別の割振り（たたき台）としており

ますけれども、十勝管内の各ブロックを設けております。北から始まりまして、東北まで

各５ブロック。それぞれのブロックに関わる町村も区分けとしてなっております。これの

中で、見ておわかりいただけますとおり、浦幌町は東ブロックに位置しておりますけれど

も、各ブロックごとでそれぞれの町村に関わって１名ずつ、分野ごとに委員の選出を行っ

ていきたいという考えでございます。この委員につきましては、町民の方ということでな

っておりますので、町民と、それから各市町村の幹事会と作業部会というのがございます。

それらを合わせた中で、委員会の運営を図っていきたいという考えでございますのでよろ
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しくお願いしたいと思います。 
○野村副議長 誰を選定するかという、きちっとした… 
○鈴木まちづくり政策課長 すみません、町民の方々がそれぞれ各、浦幌町ですと、この

中では今のところ防災担当ということで、各分野ごとに割振りをしていただいていると。

これは、事務局のほうからの内容ということで、それに基づいた中で、それぞれ１名町民

の方をお願いするという考えでございます。 
○野村副議長 ４番、中尾議員。 
○中尾議員 町民の有識者というか、そういう形だと。それで、そうすると、ここの説明

資料の中に、出席されますと謝礼として１回あたり 8,500 円というところがございますが、

こちらからこういう会議に出席された方は費用弁償がされるので、町からはそういった交

通費なり何なり、そういった費用弁償っていうものは一切発生しない、予算にないですよ

ね。ですから、そういった形で、町からはそういったものはないと。あくまでも、向こう

から出てくると、こういった考えでよろしいのでしょうか。確認させてください。 
○野村副議長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
○鈴木まちづくり政策課長 ただいまご指摘あったとおりでございまして、町からの負担

はございません。このビジョンに関わった中では、市役所の分としての予算化ということ

でなってございますので、負担はないということでご理解いただきたいと思います。 
○野村副議長 ほかに質疑はございませんか。 
 ２番、差間議員。 
○差間議員 ちょっと話の内容もよく理解できていないのですけれども、具体的内容につ

いては、これから順次話し合いしていくということですが、消防の広域化の問題、また中

に含まれている救急医療体制の確保、いろんな問題が含まれていると思います。これから

予想されるのは、すべてが帯広中心になっていくのではないかという状況が大変心配され

ます。ですから、この具体的内容がこれからどんどん進んでいくとは思いますが、くれぐ

れも自立した町が、これからも引き続きそういう体制をとって進んでいけますように、我々

も監視していかなければなりませんし、執行部の方々もひとつよろしくお願いいたします。 
○野村副議長 質問内容について、的確にお願いします。 
○差間議員 質問内容についてはですね、その具体的な内容については、救急医療体制、

それから消防の広域化についても、どんどんこれに関わっていくことになるのでしょうか。 
そのことをお尋ねいたします。 
○野村副議長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
○鈴木まちづくり政策課長 先ほどの説明でもさせていただきましたけれども、本協定書

につきましては、今後の方向付けということで、具体的な取り組みにつきましては、共生

ビジョンをもって作成をしていくということで、それぞれ各分野ごと、取り組み項目を定
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めた中で具体的な協議を進めていくという内容になっております。ご指摘がございました

医療、消防等につきましても、そういった分野があるということで、特に広域の消防に関

しましては、先ほどの広域消防の関係もございますので、この取り組みではなく、広域消

防の中でそれは取り組んでいただくということで、項目はなっております。救急医療につ

きましては、今後の課題とした中では、それぞれ帯広市の役割、町村の役割、そういった

ものがどの程度できていくかということもビジョンの中で、各計画、原案等を作成した中

で懇談会委員との協議の中で、具体的に進めていきたいということでなってございますの

でご理解いただきたいと思います。 
○野村副議長 ほかに質疑はございませんか。 
 ８番、杉江議員。 
○杉江議員 私も先ほど同僚議員からご意見ありましたように、非常に帯広を中心とする

施策の協力になっていかないかというような懸念をもっております。先日も、ある仲間と、

６町村の議員たちとちょっとお話しする機会がありまして、皆さん同じような心配をして

いるのですね。そういう中で、確認をしたいのですが、協定内容の④番ですね。協定の変

更について記載されております。協定を変更する場合は、相互の協議の上、あらかじめ議

会の議決を経る。これは当然だと思うのですが、これ部分的に、例えば浦幌町がこの部分

よろしくないというふうになったときには、協定全体が破棄されたと。そういう見方をさ

れて、ここから脱退するというか、そういうことになるのでしょうか。 
○野村副議長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
○鈴木まちづくり政策課長 説明が足りなくて申し訳ございません。 
 協定書ビジョンに係りましては、国の推進要綱によりまして、おおむね５年間というこ

とで、ですから、23 年度から 27 年度までの 5 年間に係る協定、そして協定に基づく共生

ビジョンを策定していくということで現在作業等を進めてきた経過がございます。その関

係で、その５年間の中で変更がございましたら、これは柔軟に対応していきたいというこ

とで申し合わせ事項となってございますので、その部分については追加もございますでし

ょうし、中には削減というものもありますでしょうし、また、全般的に廃止ということで、

また条項が変わっていますけれども、それについても、そういう形で進めることができる

というふうになっておりますので、今後いろんな状況によっては、変更が追加、削除と、

そういったことも柔軟に対応していきたいということの、管内での申し合わせ事項になっ

ておりますのでご理解をいただきたいと思います。 
○野村副議長 ８番、杉江議員。 
○杉江議員 先ほどちょっと冒頭で申し上げましたけれども、帯広中心の施策になってい

くのでないかという懸念についてですね、町長の見解、伺いたいと思います。 
○野村副議長 答弁願います。 
 町長。 
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○水澤町長 自立圏構想、あくまでも帯広市と各まちが１対１で結ぶという内容です。浦

幌町にとって、メリットがあるものがあるのであれば結んでいくということでありますか

ら、もちろんデメリットのあるものは結んでいかないという基本的な考え方です。それぞ

れのまちが、帯広市だけがメリットがあって、浦幌町にメリットがない、それを、協定を

結んでいくということは決してありえないということでありますから、今、帯広市と浦幌

町が協定を結んで両方ともにメリットがある、これについて結んでいくという。あくまで

も消防とか広域で、全体で進んでいくというものではありませんので、その辺だけは誤解

しないようにしていただきたいと思います。今言ったように、メリットのあるものをそれ

で協定を結んでいって、その中で、やっぱりうちはメリットないよというのであれば、こ

れは外していくということになるだろうと思います。 
○野村副議長 ８番、杉江議員。 
○杉江議員 再度、確認しますが、あくまでも帯広市と浦幌町、あるいは帯広市と違う町

村それぞれの約束事によって協定をする。十勝一円で帯広市と各首長が協定を結ぶ、そう

いうものではないですよね。その辺だけ確認しておきます。 
○野村副議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 全くそのとおりです。合併とか、合併協議とかそういうものではなくて、あ

くまでも１対１の協定ということです。 
○野村副議長 ほかに質疑ございませんか。 
 10 番、阿部議員。 
○阿部議員 今のちょっと前の段階だと思うのですけれども、この委員を出す場合におい

てのたたき台ってところがありますよね。その中で、こちらからおおむねの人数っていう

のがありますよね、目安人数と。それに対して、町としては、こちら側としてはどこに行

きたいっていうのはあるのだろうか。それとも、全体の中で、お話の中でこういうことな

のかなっていうのをちょっとお聞きしたいなと。 
○野村副議長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
○鈴木まちづくり政策課長 先ほどの資料の、６ページの割振りについての、ブロック別

の割振りということでの分野の関わることの質問だと思います。その関係につきましては、

東ブロックに位置しております浦幌町につきましては、それぞれの分野が医療福祉、そし

て産業振興、防災ということで４名となっております。ブロックの協議の中で、浦幌町は

防災の担当というふうなことで協議の整った経過がございますので、防災の担当で町民の

方にお願いしたいという考えでございます。 
○野村副議長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○野村副議長 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〕 

○野村副議長 討論なしと認めます。 
 これより議案第 40 号を採決いたします。 
 本案を、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立を願います。 

〔賛成者起立〕 
○野村副議長 ありがとうございます。起立多数であります。 
 よって議案第 40 号は、原案のとおり可決されました。 
 
     ◎休会の議決 
○野村副議長 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。 
 明日６月 14 日から６月 16 日までの３日間、議事の都合により休会として、６月 17 日

午前 10 時から本会議を開くことにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
〔「異議なし」の声あり〕 

○野村副議長 異議なしと認めます。 
 よって、明日６月 14 日から６月 16 日までの３日間、議事の都合により休会とし、６月

17 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 
○野村副議長 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 ０時 ３分 
 


