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平成２３年９月５日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 ２時３６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 各常任委員長報告 

 日程第 ６ 行政報告（町長） 

 日程第 ７ 報告第 ７号 健全化判断比率の報告について 

 日程第 ８ 報告第 ８号 資金不足比率の報告について 

 日程第 ９ 議案第４４号 浦幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条 

              例の一部改正について 

 日程第１０ 議案第４５号 浦幌町産業交流施設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１１ 議案第４６号 平成２３年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第１２ 議案第４７号 平成２３年度浦幌町町有林野特別会計補正予算 

 日程第１３ 議案第４８号 平成２３年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算 

 日程第１４ 議案第４９号 平成２３年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 日程第１５ 議案第５０号 平成２３年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第１６ 議案第５１号 平成２３年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算 

 日程第１７ 議案第５２号 平成２３年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算 

 日程第１８ 議案第５３号 平成２３年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算 

 日程第１９ 議案第５４号 平成２３年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 日程第２０ 同意第 ８号 浦幌町教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ 

              いて 

 日程第２１ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ 

              て 

 

〇出席議員（１３名） 

    １番  関  井  雅  明     ２番  差  間  正  樹 

         （午後１時～出席） 



    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 

１３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   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（午前１１時３６分～出席） 

          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 

     会    長   山  本  和  義 

          事 務 局 長      賀  下  利  幸 

 

    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   前  田     勇 

     議 事 係 長   中  田     進 



開会 午前１０時００分 

    ◎開会の宣告 

〇田村議長 本日、１番、関井議員は都合により欠席する旨通告を受けております。 

 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３回浦幌町議会

定例会を開会いたします。 

 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 直ちに本日の会議を開きます。 

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

します。 

 

    ◎議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 杉江委員長。 

〇杉江議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。 

 ８月26日をもって招集されました平成23年第３回浦幌町議会定例会の運営について、８

月30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、各常任委員長報告、行政報告に続き、報告２件、一般議案

は平成23年度各会計補正予算９件を含め11件、認定は平成22年度一般会計及び特別会計合

わせて11件の決算認定であります。続いて、同意案件１件、諮問１件及び議長提出、議員

派遣、所管調査等であります。以上の内容を踏まえ、会期は本日９月５日より９月15日ま

での11日間でお願いいたします。本日は、諸般の報告、常任委員長報告、行政報告に続い

て報告第７号、８号の２件、一般議案は第44号から第54号までの11件、同意第８号、諮問

第１号のそれぞれ１件を予定しております。一般質問につきましては、９月９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、順番に指名されます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。議員各位のご協賛賜ります

ようお願い申し上げまして、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118条の規定により、10番、阿部優議員、11番、

髙橋利一議員を指名いたします。 

 

    ◎日程第３ 会期の決定 

〇田村議長 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りをいたします。本定例会の会期は、本日から９月15日までの11日間にしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から９月15日までの11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。 

〇前田議会事務局長 報告いたします。 

 今期議会の説明員につきましては、平成23年８月26日付で町長並びに教育委員長、農業

委員会会長、代表監査委員に出席の要求をいたしております。 

 次に、平成23年６月20日から９月４日までの議長等の動静及び議員の派遣結果報告、地

方自治法第235条の２第３項の規定による平成23年５月分から７月分の例月出納検査報告

書並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条第１項の規定に基づく平成23年

度浦幌町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価、平成22年

度分の報告書につきましては、お手元に配付のとおりでありますので、ごらんおきを願い

ます。 

 次に、平成23年６月20日、第２回町議会定例会で可決されました住民の安全・安心なく

らしを支える交通運輸行政の充実を求める意見書につきましては、衆参両院議長、内閣総

理大臣並びに各関係大臣に同日付で提出をいたしました。 

 以上でございます。 

〇田村議長 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第５ 各常任委員長報告 

〇田村議長 日程第５、各常任委員長報告を許します。 

 初めに、総務文教厚生常任委員会、中尾委員長。 

〇中尾総務文教厚生常任委員長 総務文教厚生常任委員長報告をいたします。 

 本委員会に付託され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。 

 調査事件、町有財産、遊休施設、遊休地の現状と今後の活用について。 

 調査実施期日は、平成23年７月21日であります。 



 調査の経過と結果、本委員会は午前９時から現地視察を行い、午後から役場委員会室に

おいて説明を求める形で調査を行った。今回の調査内容は、町有財産の概要、農村環境改

善センターについて、高齢者生産活動センターについて、旧常室小学校について、旧吉野

幼稚園についての５点について調査を行いました。詳細につきましては、皆様方のお手元

に資料を配付しておりますので、ごらんおきをいただきたいというふうに思います。 

 最後に、所見といたしまして、町有財産の有効活用について町としても会議を開催し、

売却も含め慎重に検討されているが、国の対応によっては補助金返還も考えられることか

ら、民間のアイデアも募集しながら早急な検討が必要と考える。また、ホームページ等を

利用しての情報提供がまだまだ不十分であり、町内外に対し積極的に情報発信を行い、町

民にとって有効的な活用をされるよう求める。 

 以上を申し上げまして総務文教厚生常任委員長報告といたします。 

〇田村議長 次に、産業建設常任委員会、森委員長。 

〇森産業建設常任委員長 本委員会に付託され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します。 

 １、調査事件、農作物の生育状況について。 

 ２、調査実施期日、平成23年９月２日。 

 ３、調査の経過と結果、本年も農業委員会委員との合同により、十勝農業改良普及セン

ター十勝東部支所の協力を得て、町内一円にわたる調査圃場７カ所の現地調査と農作物全

般についての状況説明を受けたところであります。なお、現地調査に当たっては総務文教

厚生常任委員会も参加をいたしました。本年度の気象条件についてでありますが、４月か

ら５月にかけては低温で降水量が多く、さらには日照時間も少ないことから、農作業のお

くれとともに発芽不良が起こり、生育におくれが生じたところです。６月に入り、気温、

日照時間とも良好で生育も順調に進み、春先のおくれを取り戻し、平年並みに持ち直しま

した。各作物の状況につきましては、お手元に配付してあります委員会調査報告書に記載

しておりますので、詳細な報告につきましては省略をさせていただきます。本年度は、４

月から５月にかけて天候不順で農作物の生育が心配されましたが、６月以降は全般的に平

年並みに回復しました。しかしながら、作物によっては高温による影響は避けられないも

のがあります。既に小麦の収穫作業は終了していますが、全体的に平年並みに推移してい

る状況です。今後におかれましても、農作物の管理指導、収穫作業等の事故防止に関して

徹底した啓蒙、啓発に努められるよう求めるものであります。 

 以上、産業建設常任委員会所管事務調査報告といたします。 

〇田村議長 これで各常任委員長報告を終わります。 

 お知らせをいたします。議場内大変暖かくなってきていると思われますので、上着を自

由に外していいことをお知らせいたします。 

 

    ◎日程第６ 行政報告 



〇田村議長 日程第６、行政報告を許します。 

 町長。 

〇水澤町長 行政報告をいたします。 

 平成23年６月20日から平成23年９月４日までの町長等の動静につきましては、お手元に

配付のとおりでありますので、ごらんおきを願いたいと思います。 

 ２の建設工事入札結果についてでありますが、交付金事業、共栄統太線改良工事ほか30

件であります。 

 ３の委託業務入札結果につきましては、貴老路開拓線ほか橋梁点検委託業務ほか１件で

あります。 

 ４の町有林立木売り払い入札結果につきましては、第１伐区留真町有林立木売り払いほ

か４件であります。 

 ５のその他について報告させていただきます。安愚楽牧場の経営悪化に伴う本町におけ

る状況について報告をいたします。黒毛和牛を全国規模で生産する畜産会社、株式会社安

愚楽牧場が８月９日に東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請し、負債総額が4,330億

円を超える経営破綻となったことは新聞等で大きく報じられているところでありますが、

本町においては安愚楽牧場と預託契約をしている農家が11戸、上浦幌地区には直営牧場が

あり、８月９日現在、町内では預託農家で約2,400頭、直営牧場で約1,400頭、合わせて約

3,800頭の和牛が飼養されており、本町の和牛飼養頭数全体の約半数を占めております。

このような状況の中で今回の安愚楽牧場の民事再生法の適用申請は、農業のみならず本町

経済にも大きな影響を及ぼすと懸念しており、本町においては８月12日に浦幌町農業協同

組合を初め農業関係機関による安愚楽牧場の経営悪化に伴う関係機関連絡会議を設置し、

関係機関の連絡調整と情報の収集、共有化を図るとともに、あわせて同日、庁内において

も安愚楽牧場の経営悪化に伴う庁内連絡会議を開催し、関係部署で連携を図りながら、共

通の認識のもと状況把握に努めており、さらに管内関係町とも連携をとりながら関係機関

へ要請活動を行っているところです。 

 預託農家の皆さんにあっては、安愚楽牧場から未払いとなっている６月分の一部から８

月８日までの預託料は民事再生法の再生債権として取り扱われ、裁判所より財産保全命令

が出されたため、弁済を禁じられていることから、北海道農業協同組合中央会において債

権届などの弁護士への委託手続ほか、預託農家等が債権者として法的手続を円滑に対応で

きるよう準備が進められているところであります。今後の経営等に大きな不安を抱えなが

ら営農されている本町の預託農家の皆さんから直に法律の専門家に話を伺いたいとの要請

があったことから、本町の顧問弁護士を紹介し、８月19日に町内預託農家の皆さんによる

顧問弁護士との法律相談会が行われております。また、民事再生法の適用を申請した８月

９日以降の預託料については当面２週間分ずつ前払いされることとなっていますが、安愚

楽牧場から管内の一部預託農家に対し、牛に与えるえさの量を減らすよう指示されている

ことが新聞報道されるなど、預託農家の皆さんを取り巻く状況も刻々変化しております。 



 今後安愚楽牧場は法的手続により処理が進められてまいりますが、預託農家への今後の

預託料の支払い、預託農家の経営や直営牧場の存廃、牧場従業員の雇用など先行きが不透

明な中、本町においても情報の収集には努めているものの、実情を把握することがなかな

か難しい状況でありますが、安愚楽牧場の経営悪化に伴う関係機関連絡会議を初め、関係

自治体や北海道などとも連携を密にしながら、預託農家及び直営牧場の存続、牧場従業員

の雇用確保に努めてまいります。 

 以上、安愚楽牧場の経営悪化に伴う本町における状況についての報告といたします。 

 次に、町立診療所の医師確保について報告いたします。現在町立診療所の所長を務めて

いただいております菅原医師との契約履行期限が来年３月末日をもって終了することか

ら、新たに常駐していただける医師の確保について多方面に協力要請をしてまいりました

が、このたびその実現を図れる見込みとなりましたので、報告させていただきます。新た

に着任していただける医師は、榊原政裕医師でございます。多くの方がご存じであると思

いますが、昭和59年４月から平成10年６月まで町立診療所の経営委託を受託され、診療業

務をされていた方であります。現在は長野県小布施町の特定医療法人新生病院に勤務さ

れ、副院長兼健康センター長を務められておられますが、来年４月１日から町立診療所に

おける診療に当たっていただける運びとなり、再びお世話になることとなりました。榊原

医師におかれましては、本町出身の医師であり、一昨年お亡くなりになりましたお父様か

ら浦幌町を助けてやってほしいとの言葉もあって本町に戻ることを決意され、今後末永い

勤務をしていただける予定であり、本町の地域医療の充実にお力添えをいただけるものと

確信しているところであります。なお、来町に当たっては、奥様と２人のお子様とでご家

族４人での来町となります。 

 また、菅原医師におかれましては、本年３年目を迎え、町民の生命にかかわる地域医療

に日夜献身的に携わっていただき、町として深く感謝申し上げる次第であります。また、

ご自宅も町内に建設され、任期満了後も本町に住み続けていただけることとなり、さらな

るご指導、ご協力をいただけるものと期待するところであります。 

 以上、町立診療所の医師確保についての報告といたします。 

 これで行政報告を終わらせていただきます。 

〇田村議長 これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第７ 報告第７号 

〇田村議長 日程第７、報告第７号 健全化判断比率の報告についてを議題といたしま

す。 

 報告を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 報告第７号 健全化判断比率の報告について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成22年度決算



に基づく健全化判断比率を次のとおり報告する。 

 平成23年９月５日提出、浦幌町長。 

 １、健全化判断比率、実質赤字比率、浦幌町の比率につきましては、赤字が生じており

ませんので、棒線表示となっております。早期健全化基準は15％、財政再生基準は20％で

ございます。連結実質赤字比率、浦幌町の比率につきましては、赤字が生じておりません

ので、棒線表示となっております。早期健全化基準は20％、財政再生基準は40％でござい

ます。実質公債費比率、浦幌町の比率は13.5％、早期健全化基準25％、財政再生基準35％

となっております。将来負担比率、浦幌町の比率48.1％、早期健全化基準350％となって

おります。 

 ２、監査委員の意見、別紙のとおり。監査委員の意見は次のページに記載されておりま

すので、ごらんおき願います。 

 次に、説明資料をお開きください。説明資料の２ページをお開きください。実質赤字比

率でございますが、これは一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率

となっております。本町は赤字が発生していないため比率は算出されておりません。 

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

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

ては、本町は赤字が発生していないために比率は算出されておりません。 

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

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

っておりますが、３カ年の平均により算出されます。本町の比率は、平成22年度単年度で

は12.11％、３カ年平均では13.5％でございます。 

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

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

す。本町の比率は48.1％でございます。 

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

が求められ、財政再生基準を超えますと国等の関与による確実な再生が求められることに

なっております。本町の場合は、いずれの比率も基準以下となっております。各比率の算

出内容につきましては、説明資料２ページから10ページに記載しておりますので、後ほど

ごらんおき願います。 

 以上で報告を終わらせていただきます。 

〇田村議長 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 これで報告第７号を終わります。 

 

    ◎日程第８ 報告第８号 



〇田村議長 日程第８、報告第８号 資金不足比率の報告についてを議題といたします。 

 報告を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 報告第８号 資金不足比率の報告について。 

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

に基づく資金不足比率を次のとおり報告する。 

 平成23年９月５日提出、浦幌町長。 

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

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

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

す。 

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

ので、ごらんおき願います。 

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

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

も資金不足が発生していないため、比率は算出されません。 

 以上で報告を終わらせていただきます。 

〇田村議長 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 これで報告第８号を終わります。 

 

    ◎日程第９ 議案第４４号 

〇田村議長 日程第９、議案第44号 浦幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関

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。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 議案第44号 浦幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等

に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続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23年９月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。浦幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する

条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年浦幌町条例第24

号）の一部を次のように改正する。 



 本条例の説明につきましては、改正条文の朗読説明を省略させていただき、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12ページをお開き願います。１、改正の趣旨でございますけれ

ども、公の施設に係る指定管理者候補者の選定に当たりましては、公平性及び透明性を確

保する観点から浦幌町指定管理者選定委員会を設置し、同選定委員会は町長等の諮問に応

じて指定管理者候補者の選定に関し必要な事項を調査、審議し、町長等へ答申を行ってい

るものでございます。浦幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第14条

第２項では、町長等は第４条に規定する指定管理者の候補者の選定に当たっては選定委員

会の意見を聞くものとすると規定され、公募による指定管理者候補者の選定に当たっては

選定委員会の意見を聞く旨を明確に規定してございます。しかし、同条例第５条の規定に

よる公募によらない指定管理者候補者の選定を行う場合につきましては選定委員会に関す

る記述がないことから、非公募により指定管理者候補者の選定を行う場合には選定委員会

の意見を必要としないとの誤解を招く可能性がございます。本町における指定管理者候補

者の選定に当たりましては、公募、非公募にかかわらず選定委員会を設置し、町長等への

答申を行っていることから、非公募により指定管理者候補者の選定を行う場合につきまし

ても選定委員会の意見を聞く旨を明確に規定するため、関連する条項の一部を改正するも

のでございます。 

 ２、改正の内容、この内容につきましては次の14、15ページの改正条例新旧対照表をも

って説明をさせていただきますので、次のページをお開き願います。改正条項に係る条項

についてのみ説明させていただきます。第４条第２項につきましては、新たに追加する条

項でございまして、条例第２条における指定管理者になろうとする者の公募を経て第３条

の規定による申請書の提出があったとき、指定管理者の候補者の選定に当たり指定管理者

選定委員会の意見を町長等が聞く旨を明記しているものでございます。 

 第５条第２項につきましては、第５条第１項による公募によらず指定管理者の候補者を

選定する際、選定前においても第３条の規定による申請書の提出を当該指定管理者の候補

者の申請者に求めることを明記しているものでございます。 

 第５条第３項、同じく公募によらず指定管理者の候補者を選定するときにおいても第４

条第２項における指定管理者選定委員会の意見を町長等が聞く旨を準用するものの内容で

ございます。 

 第14条第１項、指定管理者の選定を指定管理者の候補者の選定に改正するものでござい

ます。 

 第14条第２項、選定委員会の所掌事務を明記しているものであります。 

 第14条第３項、選定委員会の組織及び運営に関しては規則への委任項目を明記している

ものでございます。 

 13ページに戻りまして、３の施行期日でございますけれども、公布の日から施行するも

のでございます。 



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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 指定管理者選定委員会、今まで公募していなかったものも委員会を開催して

いたので、それをここに誤解のないように明示をするということなのですから、それは手

続上、文章上それをきちっと明文化したということですから、この条例に当たってどうの

こうのと、誤解のないように改正をしていくということについては何らと思うのですが、

ただ結局あくまでも町民に対して誤解のないようにきちっと公平公正にこの選定委員会が

開かれて、その上にこういった判断をもってここの業者に選定をされたのだという、この

部分、私前にも申し上げましたけれども、この辺の情報公開というものは、条例を誤解の

ないように改正すると同時にそこら辺の情報公開、町民に対してきちっとしたアピールを

するということがセットで行われなければ、ここの文章だけ何ぼ変えても町民の誤解解消

にはつながっていかないだろうというふうに思われます。また、今まで公募の部分という

のは２社なり３社なりと出てきて比較はできるのですけれども、公募しないというのは１

社しか出てこないわけですよね、その上で今までも選定委員会の方々がどのような形でど

ういう判断基準でもってそれをよしとしているのかしていないのか、町が公募しないとい

うことは、もうそのまますっと通ってしまうというような、そういう誤解というのは町民

もそういうふうに思いますよね、やっぱり。今後の予算のほうでも出てきますから、また

決算の中でも言いますけれども、指定管理と委託契約というのですか、委託というのです

か、この辺の兼ね合いというのは町民にはなかなか理解しづらい部分があります。その辺

についてはまた後ほど質問しますけれども、そういったことも含めて、この条例改正をす

るに当たってはこの辺の部分、前にもちょっと申し上げた、大分会議録等も載ってはきて

いるのですけれども、突っ込んだ中身というのでしょうか、こうやりましたというのは載

ってくるのですけれども、その努力は認められるのですが、その中身が見えてこないとい

う部分の改善もセットで行われなければ、この条例改正の意味がなされないというふうに

私は思うのですけれども、その辺の考え方をいま一度お聞きをしたいと思いますが、お願

いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問にかかわりましてご説明をさせていただき

ます。 

 今までの指定管理者の指定に当たりましては、候補者の選定ということで公募、非公募

についてそれぞれ行ってきております。非公募に関しましては、２施設がその対応として

行ってきております。このことにつきましては、特殊性があるということの部分として非

公募の扱いということで進めてきてございます。それにかかわりまして、誤解のないよう

ということの部分としてのご指摘もありましたとおり、選定委員会を開催し、いずれにつ



きましても選定委員さんの意見をお聞きした中で、町としてその意見を聞いた中で判断を

し、そして指定管理者の候補者を選定し、議会に指定管理者の指定ということで議案とし

てご提案をしてきているという経過がございます。 

 その選定委員会につきましては、特に非公募の扱いをどういう形で進めていくかという

部分が大きなことだろうというふうなご指摘だと思います。このことに関しましては、非

公募に関しましては特に経営状況のことが今後のことに大きな観点でございますので、専

門の方を選定委員会の委員としてご委嘱を申し上げ、その方々も含めた中で選定委員会を

設置し、選定委員会の運営を図っていただくというふうなことでなっております。このこ

とにつきましては、公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の施行規則の中で委

員会設置のことも含めて明記してございます。また、その情報の公開ということで透明性

の確保という部分で、その公開に当たっては会議録等の明記の部分として知らしめる必要

があるだろうというようなことで、これは何回かご指摘いただいているとおりでございま

す。このことにつきましては、役場庁内の中で各会議、指定管理者の選定にかかわる委員

会に限らず、それぞれの委員会機関にかかわってその会議録の町のホームページ上での公

開ということに努めて努力しているという部分でなってございますので、ご理解をいただ

きたいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 今も言われるようにホームページ等によっての努力の部分については、私も

認めるところがあると思います。各担当課によっての努力の差というものも出てきている

のかなというふうにも私は感じているところであります。この辺も町として平等に情報公

開という観点からしていかなければならないでしょうし、またあわせてこの辺もお願いを

しておかなければならないのは、今言う特殊性とかいろんな部分において非公募だという

ところもあるということですけれども、これはこういう特殊性があってこういうことだか

らというような部分も含めて、その辺も含めてきちっとした情報公開、これは徹底した情

報公開しないと、契約とかお金がかかわってきますし、特に指定管理は今はもう３年から

５年というような中での長期的な契約ということにもなってまいりますから、長期的な契

約も含めますと、私たちも任期４年ですから、それ以上の契約ということになるわけです

から、そういうことからも徹底した、そして毎度いろいろな部分の指定管理をした後の情

報公開というものも私は必要だと思うのです。こういう約束をもってここに決まったのだ

と、それが本当にその約束どおり守られているのですか、守られていないのですかと。最

初の選定のときだけいいこと言って、後から何も約束が守られていないのだったら何のた

めに選定されたかということになります。ですから、選定する情報公開も必要ですし、そ

の約束が本当にきちっと守られて、選定委員会さんが選定したことが正しかったのかどう

なのかというところも含めて徹底した情報公開を私は改めて求めておきたいと思いますけ

れども、最後にお願いいたします。 



〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問で大きく２点のご質問かなというふうに思

っております。そのことについてご説明させていただきたいと思います。 

 １点目の非公募にかかわる周知ということで、どのような特殊性があって非公募に至る

のかという部分の周知は必要だろうということで、このことにつきましては指定にかかわ

って議案提案の中でもご説明をしてきた経過がございますけれども、公募に当たる周知、

ホームページ上での公募と、それから非公募になるという部分について、その非公募につ

いての周知が今後の大きな課題かなということでご指摘をいただきました。そのことにつ

いてどのような周知があるかということも、更新を迎えている施設が今後控えております

ので、その際に十分検討させていただき、非公募に当たる誤解のないような形での事務の

進め方を検討してまいりたいというふうに思ってございます。 

 また、もう一点につきましては、非公募の中でございますけれども、非公募における選

定委員会の結果がどういうふうに反映されていくのだということで、このことにつきまし

ては協定書の協定締結の内容におきましては毎年度その実績のことについて報告を指定管

理の受託者からいただくことになってございますので、その内容につきましては町側のほ

うとして精査、その部分を審査しながら、どのような形で進んでいるかということを毎年

度確認をしていくということが協定締結の項目にもありますので、そのことを十分に踏ま

えた中で進めてまいりたいと考えておりますし、今までにつきましてもそのことについて

の事務を進めてきた経過がございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「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44号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立多数であります。 

 よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１０ 議案第４５号 

〇田村議長 日程第10、議案第45号 浦幌町産業交流施設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。 

〇亀山産業課長 議案第45号 浦幌町産業交流施設設置及び管理等に関する条例の一部改

正について。 

 浦幌町産業交流施設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23年９月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町産業交流施設設置及び管理等に関する条例の一部

を改正する条例。 

 浦幌町産業交流施設設置及び管理等に関する条例（平成21年浦幌町条例第20号）の一部

を次のように改正する。 

 初めに、別冊の議案説明資料16ページに記載しておりますが、今回の改正の趣旨といた

しまして、平成15年５月に雇用・能力開発機構から取得し、勤労者野外活動施設のセンタ

ーハウスとして利用しておりましたが、平成16年４月１日施行の浦幌町スポーツ活動施設

の設置及び管理等に関する条例の附則第２項で浦幌町勤労者野外活動施設の管理運営に関

する条例の廃止が規定され、事実上センターハウスは行政財産としての位置づけがないま

まこれまで推移してまいりました。この店舗、事務所（レストラン施設）は道の駅うらほ

ろのエリア内に設置されているものであることから、産業交流施設を構成する施設として

新たにレストラン施設として追加して規定するものでございます。また、今回の条例改正

に当たり、北海道町村会法務支援室に相談しましたところ、指定管理者以外の者が物産交

流センターを使用することがなく、さらに使用料相当額を指定管理料上限額算出の段階で

控除しているのであれば条例の中に使用料基準額を規定する必要がないことが判明しまし

たので、別表中に記載されている物産交流センター及びテラスの使用料基準額を削除する

改正を行うものでございます。 

 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ので、議案書をごら

ん願います。 

 第３条及び第４条を次のように改める。 

 （名称及び位置） 

 第３条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 名称、浦幌町産業交流施設、位置、浦幌町字北町16番地３。 

 ２ 交流施設を構成する施設は、次のとおりとする。 

 名称、物産交流センター、位置、浦幌町字北町16番地３、レストラン施設、同上、テラ

ス、同上、野外交流広場、同上。 

 （事業） 

 第４条 交流施設は、その目的を達成するため、次の事業を行うものとする。 

 （１）農林水産物の展示並びに販売及び直売等に関すること。 

 （２）交流施設の使用の許可に関すること。 



 （３）交流施設の維持管理に関すること。 

 （４）町の観光及び情報の発信に関すること。 

 （５）レストラン施設における飲食物の提供に関すること。 

 （６）前５号に掲げるもののほか、交流施設の目的を達成するために必要な事業に関す

ること。 

 議案説明資料18ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。改正前の第４条

に規定されていました名称及び位置を改正後の第３条に規定し、新たに第２項として、新

たに交流施設を構成するそれぞれの施設の名称と位置を規定するものでございます。 

 改正前の第３条に規定されていました事業を改正後の第４条に規定するとともに、新た

に第３条第２項においてレストラン施設を規定したことから、改正後の第５号にレストラ

ン施設における飲食物の提供に関することを追加し、１号を追加したことにより改正前の

第５号を改正後の第６号とし、前５号に改めるものでございます。 

 次に、議案書をごらん願います。第５条第１項中「交流施設」を「物産交流センター」

に、「午前９時から午後５時までとする。」を「午前９時から午後５時までとし、レストラ

ン施設は午前９時から午後９時までとする。」に改め、同条第２項中「交流施設」を「物

産交流センター」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ３ レストラン施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるとき

は、これを変更することができる。 

 （１）第１及び第３火曜日 

 （２）１月１日 

 お手数ですが、議案説明資料18ページから19ページの新旧対照表をごらん願います。第

５条は開館時間及び休館日についての規定でありますが、改正前の第１項は交流施設の開

館時間を規定しておりましたが、新たに第３条第２項においてレストラン施設を規定した

ことから、改正後の第１項では交流施設を構成する物産交流センターとレストラン施設そ

れぞれの開館時間に改めるものでございます。 

 改正前の第２項は交流施設の休館日を規定しておりましたが、新たに第３条第２項にお

いてレストラン施設を規定したことから、改正後の第２項では物産交流センターの休館日

とし、改正後の第３項として新たにレストラン施設の休館日について追加して規定するも

のでございます。 

 次に、議案書をごらん願います。第６条第１項中「交流施設」を「野外交流広場」に改

める。 

 議案説明資料19ページの新旧対照表をごらん願います。第６条は使用の許可についての

規定でございますが、先ほど改正の趣旨の後段で申し上げましたとおり、指定管理者以外

の者が物産交流センター及びテラスを使用することがないことから、野外交流広場につい

てのみ使用許可について規定することに改めるものでございます。 

 次に、議案書をごらん願います。別表中物産交流センター（展示・販売コーナー、厨



房、事務室、物品庫）の項及びテラス（自動販売機）の項を削る。 

 議案説明資料19ページの新旧対照表をごらん願います。この別表は使用料または利用料

を徴収する場合の使用料基準額を施設ごとに規定しているものですが、第６条の改正の説

明で申し上げましたとおり指定管理者以外の者が物産交流センター及びテラスを使用する

ことがないことから、野外交流広場についてのみの規定に改めるものでございます。 

 附則、この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

 この条例の施行期日は、今年度の食堂運営業務委託契約期間満了後の平成24年４月１日

から施行するものでございます。また、現在指定管理によって行っておりますが、これに

つきましても２年７カ月の契約が満了し、平成24年４月１日から新たな契約の指定管理が

スタートすることから、それに合わせて改正するものでございます。 

 なお、レストラン施設については、従前の運営形態を維持するために指定管理者が管理

する施設とはせずに、浦幌町行政財産使用料条例に基づく使用料をいただきながら町が直

接管理することとしたいと考えております。 

 以上で議案第45号 浦幌町産業交流施設設置及び管理等に関する条例の一部改正につい

ての説明を終了させていただきますので、よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

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。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 改正条例の５条の３について伺いたいと思います。 

 今まではこの条例に載っていなかったということで、休みの規定はこの条例にはなかっ

たと思いますが、休みもなく営業していたと思うのですが、その点について今度は第１、

第３火曜日の休日あるいは正月の１月１日というものを規定するのですね。そういう中

で、そのことは営業している側ときちっと事前に協議ができているのか、また賃貸料につ

いてもどういうような対応になっていくのか、２点について伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 ただいま、まず１点目は第５条第３項のことであろうかと思いますが、

レストラン施設の休館日、これについては第１号で第１及び第３火曜日、そして第２号で

１月１日とございますが、これにつきましては現在休んでいる日でございます。現行と変

わりはございません。 

 それで、次に２点目の賃貸料についてのお話でございますが、行政財産使用料条例に基

づくというふうな形をベースといたしまして、その中で現在実際には道の駅に訪れるお客

さんも相当数レストラン施設のトイレを使用しているという状況から、それらを勘案しな

がら、現在使用料をいただいている分とそう大差なく使用料を決めていきたいというふう

に考えております。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 



〇杉江議員 従来の第１、第３、１日の休みの規定をここに載せただけということなので

すね。本当に休んでいたのでしょうか、そこのところちょっと確認しておきたいのです。 

 もう一点、使用料については、先ほどかなり利用量がふえているということであります

が、このことについて今回使用料の問題は出ておりませんけれども、契約が切れる24年の

４月ですか、については使用料について検討していく、利用量がふえているということは

当然値上げするという方向で検討しているということなのですか。 

 その辺２点確認します。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 レストラン施設の休館日については、現状のことを把握した上で今回こ

のように規定させていただいております。それで、働いている人のこともございますの

で、第１、第３の火曜日についてはお休みをいただいているということでございます。ま

た、元旦につきましては、営業をやっていないという実態でございます。営業していない

ということです。 

 それと、使用料を値上げするのかということでございますが、これにつきましては現在

の金額と大差なくと申し上げましたが、ほとんど同額で考えていきたいというふうに思っ

ております。それはなぜかと申しますと、相当数な部分で現在委託契約の中でトイレの清

掃に係る部分、また消耗品、水道料等について町は一切見ておりません。そういう中で、

その辺もしんしゃくしながらいきたいなというふうに考えております。現在その部分が負

担になっているということもございますので、その辺を考えていきたいというふうに思っ

ております。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 先ほどの説明は、利用量もかなりふえているというような説明であったので

すが、今の説明ですといろんな負担もかけているのでということで、値上げするという方

向で検討するとか、そういう意味合いではないのでしょうか、十分利用していただいてい

るほうとその辺の協議をしながらしませんと、いかにもここで利用量がふえているから値

上げの方向で検討して説明したというふうになっても困ると思いますし、当然ご承知のよ

うに施設もかなりの年数たっている、今説明あったような状況にもあるということですか

ら、慎重に進めていただきたいなと思っております。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 この条例改正が通りましたら、正式な形で現在の委託契約者とはお話を

していきたいと思いますが、その前段でこの提案に当たっての考え方等については事前に

お話はさせていただいております。ただ、これは正式な話ではなくて、正式にはこの条例

改正が通らなければならないということを前提としております。 

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45号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立多数であります。 

 よって、議案第45号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１０時５８分  休憩 

午前１１時１５分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第１１ 議案第４６号 

〇田村議長 日程第11、議案第46号 平成23年度浦幌町一般会計補正予算を議題といたし

ます。 

 説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 議案第46号 平成23年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成23年度浦幌町の一般会計補正予算（第３回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億9,687万3,000円を追加し、歳入歳

出の総額を歳入歳出それぞれ55億8,196万9,000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。 

 （地方債） 

 第２条 地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

 平成23年９月５日提出、浦幌町長。 



 次のページをお開きください。２ページ、第１表、歳入歳出予算補正は省略させていた

だきます。 

 次に、５ページをお開きください。第２表、地方債の補正、変更、起債の目的、臨時財

政対策債、補正前限度額２億4,872万2,000円、計３億9,832万2,000円、補正後２億2,135

万8,000円、計３億7,095万8,000円、起債の方法、利率、償還の方法は補正前に同じでご

ざいます。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括は省略させていただきます。 

 次に、７ページをお開きください。２、歳入、８款１項１目地方特例交付金889万6,000

円を追加し、1,089万6,000円、１節地方特例交付金889万6,000円の追加、地方特例交付金

の決定に伴う追加でございます。一般会計補正予算説明資料20ページに記載しておりま

す。 

 ９款１項１目地方交付税２億1,595万1,000円を追加し、33億7,595万1,000円、１節地方

交付税２億1,595万1,000円の追加、普通交付税の決定に伴う追加でございます。説明資料

20ページに記載しております。 

 11款分担金及び負担金、１項分担金、１目農林水産業費分担金634万5,000円を減じて

781万5,000円、１節農業費分担金634万5,000円の更正減、浦幌地区担い手支援型畑総整備

事業受益者分担金の更正減でございます。説明資料20ページ、21ページに記載しておりま

す。平成23年度より事業採択による道営土地改良事業によるものでございます。農家負担

金が当初20％でございましたが、7.5％に軽減されることによって軽減額が12.5％でござ

います。 

 ２項負担金、３目農林水産業費負担金13万を追加し、2,813万3,000円、１節農業費負担

金13万追加、食料供給基盤強化特別対策事業負担金（浦幌地区）13万の追加でございま

す。補正予算説明資料20ページから21ページに記載しております。23年度より事業継続に

よる他町村負担金の追加でございます。 

 13款国庫支出金、２項国庫補助金、４目農林水産業費国庫補助金2,235万を追加し、

2,235万、１節農業費補助金2,235万の追加、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金の追

加でございます。説明資料27ページから28ページに記載しております。 

 次のページをごらんください。14款道支出金、２項道補助金、２目民生費道補助金15万

1,000円を追加し、1,402万1,000円、１節社会福祉費補助金15万2,000円の追加、障害者自

立支援法円滑化特別対策事業補助金15万2,000円の追加でございます。説明資料23ページ

に記載しております。 

 ５目農林水産業費道補助金384万5,000円を追加し、4,793万6,000円、１節農業費補助金

384万5,000円の追加、環境保全型農業直接支払交付金事業補助金69万5,000円の追加、食

料供給基盤強化特別対策事業補助金（浦幌地区）の315万の追加、この関係につきまして

も説明資料20ページから21ページに記載しております。 

 ３項委託金、１目総務費委託金120万円を追加し、1,467万1,000円、７節総務費委託金



120万の追加、旧オベトン川環境整備工事支障物件移設補償委託金120万の追加でございま

す。この関係については、説明資料23ページに記載しております。 

 ３目農林水産業費委託金44万8,000円を追加し、1,767万1,000円、１節農業費委託金44

万8,000円の追加、農業者年金業務委託金の確定に伴う追加でございます。説明資料26ペ

ージに記載しております。 

 16款１項寄附金、２目指定寄附金328万を追加し、458万1,000円、１節指定寄附金328万

の追加でございます。この関係については、説明資料22ページ、道の駅の周辺整備指定寄

附315万、説明資料24ページ、社会福祉事業に対する指定寄附10万円、説明資料31ページ

にございます図書購入に係る指定寄附が３万円でございます。 

 17款繰入金、１項他会計繰入金、１目後期高齢者医療特別会計繰入金31万1,000円を追

加し、31万2,000円、１節後期高齢者医療特別会計繰入金31万1,000円の追加でございま

す。 

 ２目介護保険特別会計繰入金417万3,000円の追加、417万4,000円でございます。１節介

護保険特別会計繰入金417万3,000円、介護保険特別会計の繰入金でございます。 

 ２項１目基金繰入金１億2,657万6,000円を更正減しまして、3,341万9,000円、１節基金

繰入金１億2,657万6,000円の更正減でございます。普通交付税確定に伴う財政調整基金の

繰入金の更正減でございます。 

 18款１項１目繰越金9,642万2,000円を追加し、9,742万2,000円、１節前年度繰越金でご

ざいます。9,642万2,000円、一般会計繰越金9,637万3,000円、牧場会計繰越金３万円、老

人保健会計繰越金１万9,000円の前年度繰越金の歳入の繰越金でございます。 

 20款１項町債、１目総務債2,736万4,000円を更正減し、２億3,185万8,000円、１節総務

債2,736万4,000円の更正減、臨時財政対策債の更正減でございます。確定に伴うものでご

ざいます。 

 ３、歳出、歳出の説明の前に、歳出の人件費につきましては新規採用、４月１日、６月

１日付の人事異動に伴う変更及び共済負担率の改定に伴うものと退職手当負担金改定に伴

う減でございます。特別会計合わせて260万4,000円の増でございます。節の説明について

は省略させていただきますので、よろしくお願いします。 

 １款１項１目議会費、補正額37万9,000円を更正減し、8,040万9,000円、２節給料11万

2,000円の更正減、３節職員手当等23万3,000円の更正減、４節共済費３万4,000円の更正

減。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費14万7,000円を追加し、２億8,813万

5,000円、２節給料71万8,000円の更正減、３節職員手当等32万4,000円の追加、４節、16

万3,000円の共済費の追加、７節賃金37万8,000円の追加、賃金につきましては役場臨時職

員の総体の臨時職員の不足に生ずる追加でございます。 

 ５目財産管理費2,813万4,000円を追加し、3,331万3,000円、13節委託料75万5,000円の

追加、住宅改修設計委託料50万の追加、公有地調査測量ほか委託料25万5,000円の追加、



15節工事請負費1,760万、工事請負費1,760万の追加、いずれも説明資料21ページにござい

ます。このたび高校の跡の教員住宅の購入に係る追加でございます。一昨年浦幌高校が閉

鎖になり、先般総務文教委員会のほうにもお話ししておりますが、16戸ございまして、そ

のうち１戸については今道の職員が入っております。現在15戸ございます。今回購入しよ

うとするものは、東山の団地にある１棟４戸、それから南町にある１棟４戸、２棟８戸を

購入して工事請負費で改修をしようとするものでございます。なお、それらについては、

17節公有財産購入費の977万9,000円で購入に係る経費につきましても補正をしておりま

す。これも説明資料21ページにございます。２棟８戸を今回購入する内容でございます。

なお、東山の土地につきましては従前から浦幌町の土地でございまして、この土地につい

ては寄附をしているという関係で無償で譲渡を受けれるという関係で、土地については南

町の土地代金、それから２棟８戸分の公用地の購入費で合わせて977万9,000円というふう

になっております。また、この補正予算が通過後、道と契約をしたいというふうに思って

いますので、よろしくお願いをいたします。購入後それぞれ住宅設計並びに工事請負の中

で改修工事をしたいというふうに思っていまして、今回補正予算で提案させていただいて

いる内容でございます。 

 ６目財政調整等基金費１億7,291万4,000円追加し、１億7,808万4,000円、25節積立金１

億7,291万4,000円、財政調整基金積立金、普通交付税及び繰越金確定に伴う追加でござい

ます。観光施設整備基金積立金315万円、説明資料22ページにございますように道の駅の

周辺整備の指定寄附がございまして、観光施設整備基金に積み立てようとするものでござ

います。 

 ７目企画費450万追加し、9,421万3,000円、15節工事請負費450万円。説明資料22ページ

から23ページに記載しております。光ファイバーケーブルに係る支障移転工事に伴う追加

でございます。 

 ８目支所費172万を更正減し、1,755万7,000円、２節給料66万6,000円の更正減、３節職

員手当等72万の更正減、４節33万4,000円、共済費の更正減。 

 ２項徴税費、１目税務総務費58万5,000円を追加し、3,148万3,000円、２節給料14万

7,000円の追加、３節職員手当等17万の追加、４節共済費26万8,000円の追加でございま

す。 

 次のページをごらんください。３項１目戸籍住民登録費730万8,000円を追加し、2,493

万8,000円、２節給料131万2,000円の更正減、３節職員手当等42万1,000円の更正減、４節

共済費40万9,000円の更正減。13節委託料945万の追加、住民基本台帳システム改修業務委

託料でございます。945万でございます。説明資料23ページに記載しております。 

 ４項選挙費、１目選挙管理委員会費１万3,000円を追加し、1,024万1,000円、４節共済

費１万3,000円の追加。 

 ５目統計調査費、１目統計調査総務費17万4,000円を追加し、1,328万3,000円、４節共

済費17万4,000円の追加。 



 ６款１目監査委員費11万3,000円を追加し、230万3,000円、１節報酬６万の委員報酬の

追加、監査委員の変更に伴うものでございます。９節旅費５万3,000円、費用弁償４万

2,000円、同じく監査委員の変更に伴うものでございます。普通旅費、局長分の不足額１

万1,000円の普通旅費の追加でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費4,416万3,000円を更正減して２億

8,488万5,000円、２節給料26万6,000円の更正減、３節職員手当等34万4,000円の追加、４

節共済費44万5,000円の追加。13節委託料73万5,000円の追加、障害者自立支援システム改

修委託料、説明資料23ページに記載しております。報酬単価の改定に伴うシステム対応の

ための改修委託料でございます。18節備品購入費10万円、備品購入費10万円でございま

す。今回指定寄附を受けた備品に対する説明資料24ページにございます児童デイサービス

センター用の療育用具の購入に係る追加でございます。19節負担金、補助及び交付金60万

4,000円、高齢者等住宅改修費補助金60万4,000円の追加、説明資料24ページにございます

ように利用者の増に伴う追加でございます。20節扶助費20万4,000円の追加、新事業移行

促進事業給付費17万4,000円、事務処理安定化支援事業給付費３万円、説明資料23ページ

にございますように新事業移行確定に伴う補正でございます。28節繰出金4,632万9,000円

の更正減、国民健康保険事業特別会計繰出金の更正減でございます。 

 ７目後期高齢者医療費93万8,000円を更正減し、9,985万6,000円、28節繰出金93万8,000

円、後期高齢者医療特別会計事務費繰出金の更正減でございます。 

 次のページをごらんください。２項児童福祉費、１目児童福祉総務費24万8,000円を追

加し、1,517万7,000円、４節共済費24万8,000円の追加。 

 ３目認可保育園運営費18万3,000円を追加し、8,849万1,000円、４節共済費８万7,000円

の追加。18節備品購入費９万6,000円の追加、説明資料24ページにございますシュレッダ

ーの更新に伴う追加でございます。 

 ４目へき地保育所運営費４万円を追加し、3,554万1,000円、４節共済費４万円の追加。 

 ６目児童デイサービスセンター運営費20万7,000円を追加し、1,730万1,000円、３節職

員手当等17万6,000円の追加、４節共済費３万1,000円の追加。 

 ８目子育て支援センター費70万9,000円を追加し、1,712万1,000円、共済費３万9,000円

の追加。賃金67万の追加、説明資料24ページにございます代替臨時指導員に係る賃金の追

加でございます。 

 ２項老人福祉費、１目老人福祉総務費237万6,000円を更正減し、１億5,617万7,000円、

28節繰出金237万6,000円の更正減、介護保険特別会計繰出金の更正減でございます。 

 ４目老人ホーム費208万円を更正減し、１億6,426万5,000円、２節給料３万1,000円の更

正減、３節職員手当等43万4,000円の更正減、４節共済費161万5,000円の更正減。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費25万4,000円を追加し、１億7,216万

5,000円、２節給料16万2,000円の追加、３節職員手当等29万1,000円の追加、共済費25万

3,000円の追加。13節委託料６万円の更正減、健康診査委託料、説明資料25ページに記載



しております。この関係は、国保会計の組み替えによる委託料の更正減でございます。28

節繰出金39万2,000円の更正減、簡易水道特別会計繰出金39万2,000円の更正減でございま

す。 

 ３目環境衛生費95万5,000円を更正減し、2,893万円、28節繰出金95万5,000円の更正

減、個別排水処理特別会計繰出金の更正減でございます。 

 ５目医療対策費599万7,000円を更正減し、１億944万7,000円、28節繰出金599万7,000円

の更正減、浦幌町立診療所特別会計繰出金の更正減でございます。 

 ６目乳幼児等医療対策費493万5,000円を追加し、2,265万7,000円、13節委託料493万

5,000円の追加、福祉医療システム改修委託料の追加でございます。説明資料25ページに

記載しております。乳幼児、重度心身障害者、ひとり親家庭等の医療費の助成に係るシス

テム改修委託料の追加でございます。 

 次のページをお開きください。５款１項労働諸費、１目労働諸費240万追加し、3,697万

7,000円、19節負担金、補助及び交付金240万の追加、雇用促進事業補助金の追加でござい

ます。説明資料25ページにございます。新規雇用者の対象者増に伴うものでございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費107万を追加し、3,603万6,000円、

１節報酬４万5,000円の追加、委員報酬の追加でございます。改正に伴う追加でございま

す。説明資料26ページに記載しております。２節給料９万1,000円の追加、３節職員手当

等38万5,000円の追加、４節共済費10万1,000円の追加、７節賃金36万6,000円の追加、11

節需用費８万2,000円の消耗品の追加、説明資料26ページにございます。農業者年金確定

に伴う委託料の追加がございまして、歳出の追加でございます。 

 ２目農業総務費106万3,000円を追加し、4,359万4,000円、２節給料41万4,000円の追

加、３節職員手当等35万7,000円の追加、４節共済費29万2,000の追加。 

 ３目農業振興費2,374万1,000円を追加し、5,791万9,000円、19節負担金、補助及び交付

金2,374万1,000円の追加、環境保全型農業直接支払交付金139万1,000円の追加、農山漁村

活性化プロジェクト支援交付金事業交付金2,235万の追加、この関係については説明資料

26ページから28ページにかけて記載しておりますので、よろしくお願いします。 

 ９目地籍調査費１万4,000円を追加し、3,380万4,000円、４節共済費１万4,000円の追

加。 

 ２項林業費、１目林業総務費12万5,000円を追加し、1,445万8,000円、２節給料26万

5,000円の更正減、３節職員手当等31万3,000円の更正減、４節共済費13万8,000円の更正

減、８節報償費50万の追加、この関係については説明資料28ページに記載しております。

ヒグマ有害駆除の頭数増に伴う追加でございます。16節原材料費34万1,000円、原材料

費、この関係につきましては同じく説明資料28ページに記載しております。注意啓発標識

の作成に係る原材料の追加でございます。 

 ３項水産業費、１目水産業総務費23万8,000円を減じて828万9,000円、２節給料34万の

更正減、３節職員手当等24万8,000円の追加、４節共済費14万6,000円の更正減。 



 次のページをごらんください。７款１項商工費、１目商工振興費187万を更正減し、

9,969万2,000円、２節給料66万6,000円の更正減、３節職員手当等83万2,000円の更正減、

４節共済費37万2,000円の更正減。 

 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費７万7,000円の更正減、2,196万3,000

円、給料２万2,000円の更正減、職員手当等10万3,000円の更正減、４節共済費４万8,000

円の追加でございます。 

 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費４万1,000円を追加し、4,398万8,000円、４節共

済費４万1,000円の追加。 

 ４項都市計画費、２目公共下水道費426万9,000円を更正減し、２億2,811万1,000円、28

節繰出金426万9,000円の更正減、公共下水道特別会計繰出金の更正減でございます。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費14万8,000円を追加し、5,826万4,000円、３節職員手当等

10万4,000円の追加、４節共済費４万4,000円の追加。 

 ９款１項消防費、２目非常備消防費273万6,000円を追加し、2,768万9,000円、19節負担

金、補助及び交付金273万6,000円追加、東十勝消防事務組合負担金浦幌消防団費の追加で

ございます。この関係については、補正予算説明資料29ページ並びにこのページの23ペー

ジ、24ページの参考をお開きください。参考、東十勝消防事務組合一般会計予算（浦幌町

分）、歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目消防負担金273万6,000円を追加

し、２億9,257万9,000円、１節消防負担金273万6,000円、消防団費273万6,000円の追加。 

 次のページ、歳出、消防費、２項非常備消防費、４目浦幌消防団費273万6,000円を追加

し、2,768万9,000円、19節負担金、補助及び交付金273万6,000円の追加、北海道市町村総

合事務組合負担金273万6,000円の追加でございます。 

 なお、もとに戻っていただいて、説明資料29ページに詳しく説明しておりますが、この

たび東日本大震災に伴い、この組合の中で消防団員等に係る公務災害補償に係る基金を積

んでおります。この関係につきましては、この地震によりまして多数の死亡者、行方不明

が出て、その基金の中で現在30億が基金として積まれているようでございます。なお、総

体で今回の被災によりまして今東北３県で概数で251名の方が被災しておりまして、補償

金を払うと総体で230億のお金が要ると、200億不足するということで、本年度限りこの金

額の改定を行うということで連絡が入りまして、北海道全市町村がこの総合整備補償に入

っているわけでございますが、その組合につきましては浦幌町役場でいえば非常勤特別

職、それから臨時職員、これらが北海道の市町村総合整備補償組合に入っている中の消防

団に係るものです。なお、消防団の活動につきましては、普通交付税で算入されていると

ころでございます。今回の値上がり分273万6,000円につきましては、特別交付税で算入す

るという通知が参っておりますので、よろしくお願いいたします。なお、これらの被災者

につきましては、市町村におきまして災害弔慰支給規定がそれぞれ条例がございます。そ

ういった中でそれぞれ補償をする内容になっています。これらについては、国において２

分の１、道においてその４分の１、市町村において４分の１の災害弔慰金が全市町村に置



かれた中で条例によって国等の役割が果たされるということになっています。この団体に

つきましてはあくまで任意団体でございますので、よろしくお願いをしたいというふうに

思います。以上でございます。 

 次に、４目災害対策費300万追加し、1,437万6,000円、13節委託料300万の追加、防災行

政無線電波伝搬調査委託料300万の追加でございます。説明資料29ページでございます。

このたび防災無線について豊北地区に更新をということで検討してまいった結果、かなり

の防災無線の設置が必要だと判明しました。また、東山にあります防災無線の中継局のワ

ット数が年々減少してきていると、現在６ワットございます。これが５ワット以下になる

と防災行政無線を発することができないということで、保守点検の中でいつ壊れてもおか

しくないような状態になっています。そういった中身を検討し、また現在豊北地区に防災

無線を設置すべくいろいろ種々検討した結果、新たに今後デジタル化が必要だということ

がございまして、それに対して津波が来るおそれのある直別、それから厚内、浜厚内、十

勝太、豊北について再調査をして、来年度事業を実施したいというふうに思いまして補正

予算を上程している伝搬調査でございます。 

 次に、20ページをお開きください。10款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費24

万1,000円を減じて247万1,000円、４節共済費24万1,000円の更正減。 

 ２目事務局費185万を減じて6,142万9,000円、２節給料78万3,000円の更正減、３節職員

手当等89万6,000円の更正減、４節共済費17万1,000円の更正減。 

 ２項小学校費、１目学校管理費4,000円の追加、9,273万6,000円、共済費4,000円の追

加。 

 ５目学校保健費７万2,000円を追加し、284万7,000円、19節負担金、補助及び交付金の

追加、市町村学校職員総合身体検査負担金７万2,000円の追加、説明資料30ページに記載

しております。 

 ３項中学校費、１目学校管理費22万8,000円を追加し、5,529万2,000円、11節需用費22

万8,000円の追加、修繕料でございます。説明資料30ページに記載しております。中学校

教員住宅のボイラーの改修でございます。 

 ２目教育振興費57万2,000円を追加し、1,111万6,000円、19節負担金、補助及び交付金

57万2,000円の追加、対外競技出場交付金57万2,000円追加、説明資料30ページに記載して

おります。 

 ４目スクールバス管理費29万8,000円を追加し、6,198万8,000円、職員手当等26万2,000

円の追加、４節共済費３万6,000円の追加。 

 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費32万7,000円を更正減し、6,854万5,000円、３節職員

手当等39万1,000円の更正減、４節共済費６万4,000円の追加。 

 ５項社会教育費、１目社会教育総務費２万2,000円を追加し、4,112万1,000円、４節共

済費２万2,000円の追加。 

 ７目図書館管理費３万3,000円を追加し、3,730万円、４節共済費3,000円の追加。18節



備品購入費３万円、図書購入に係る追加でございます。説明資料31ページ、指定寄附に伴

う図書の追加でございます。 

 次のページをお開きください。６項保健体育費、１目社会体育総務費1,000円を追加

し、657万4,000円、４節共済費1,000円の追加。 

 ３目給食センター管理費783万7,000円を追加し、１億311万8,000円、２節給料389万

1,000円の追加、３節職員手当等190万6,000円の追加、４節共済費204万の追加。 

 13款諸支出金、１項１目過年度支出金48万4,000円を追加し、80万4,000円、23節償還

金、利子及び割引料48万4,000円の追加、平成22年度障害者自立支援給付費等国庫負担金

返還金の32万5,000円の追加、平成22年度障害者自立支援給付費道費負担金返還金15万

9,000円の追加でございます。説明資料31ページに記載しておりまして、22年度分確定に

伴う返還金でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

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、中尾議員。 

〇中尾議員 ４点ほど質問をいたします。 

 まず１つ目、説明資料のほうで申し上げますけれども、21ページの財産管理費のところ

でございます。先ほども説明ありましたように、浦幌高校閉校に伴いまして教員住宅を購

入ということでございます。その中で、先般所管事務調査のほうでもちょっとご説明をい

ただいたのですけれども、ある中において建物を見て、さほど改修のかからないというの

でしょうか、そういったもの、要するにすべてではなくて、ある程度こちらのほうで把握

した上で改修のかからないものを購入をするというお話でありました。この1,760万とい

うものが、この金額が戸数からいいますとさほどではないという判断なのかなというふう

に思っておりますけれども、この部分については戸数が戸数ですから、どうしてもこのぐ

らいはかかってしまうのかなというところも理解できなくはないのですが、教員住宅、今

１つは入られているということですけれども、残りの部分があります。これから道のほう

ともいろんな契約をしていくということですが、浦幌で使う分はいいのですけれども、浦

幌でも手をつけれなかった部分、要するに古いから傷んでいるからつけれなかったわけで

ありまして、ですからこの部分についても、とりあえず今回購入するものはいいけれど

も、あとは今後の防犯的な部分だとか含めたら道にしっかりと、この辺は壊すものは壊し

てほしいとかいうことも含めて道とのきちっとした契約をしなければならないのではない

かなというふうに思うのであります。購入する部分は中身わかりますけれども、そうでな

い部分について、これは道のものだから、購入するものはいいけれども、それ以外は町と

してもタッチできないのだということなのか、その辺の部分も防犯的なことを含めてしっ

かりと道のほうと交渉がされるものなのか、この辺が１つと、それと古いものを直してい

く、手を入れて、新しくして使えるようにするという、この中においてなのですが、改修



設計で50万、これ必要なのですか、こういうのが。ここら辺前回も定住、移住の新しく建

てるやつもどうしてもこういうのが必要だということなのですけれども、改修のこういっ

た部分においてもどうしても設計というものをきちっとした上でやらなければならないも

のなのですか、この辺の兼ね合い、まず１点お教えをいただきたいということでお願いし

ます。 

 それと、説明資料22ページ、財政調整基金の315万円、この部分につきまして、これも

先般道の駅等の近隣施設であります勤労施設の部分でもしたのですけれども、その中にお

きましても今後の道の駅の周辺の施設を設備するに当たっては交通量の部分をどうしても

勘案せざるを得ないと、そうすると早急な改修案はなかなか手をつけることが難しいとい

うお話をいただいております。そこで、ここの部分の考え方なのですけれども、あくまで

も道路を挟んだ勤労のあの施設の部分の改修になると前回も四、五年たって今年の秋の札

幌との開通、今後四、五年たった後の釧路の開通、そこまで待った上でないとこの基金と

いうものは使われてこないのか、この部分です。今までも浦幌の留真温泉だとかいろんな

部分あります。たまっているのですけれども、せっかくのこういった気持ちというものは

しっかりとこういうものに使うのだということで、せっかくいただいたものについてはき

ちっといただいた方に明示する必要があると思うのです。今言う何年か後にここでこうい

うふうに使いますというのならそれでもいいのです。ただ、寄附をしたのだけれども、何

にどうなるのかがなかなか見えないということであるならば、そういう気持ちもそがれる

のではないかと思うのです。せっかくの厚意、善意でしていただいた寄附でありますか

ら、その方々に報いるためにもこの辺の考え方というものを、もし時間がかかるならかか

るなりにきちっとした明示をする必要があろうかというふうに思いますので、財政調整基

金のこの部分についての説明を求めたいと思います。 

 ３点目、説明資料25ページ、労働費であります。労働費につきましては、内容も少し説

明を求めたいと思うのであります。補正で５名上がっていますけれども、前回の予算プラ

ス５名というものがもう５名出ているのか、それとも前回がもう埋まってしまったので、

プラス５名を予備としてとってあるのか、この辺の部分と前回使われた部分についての使

われた企業というのでしょうか、この辺の内訳というものがどういう企業で使われている

ことなのかとか、どういう内容で新規雇用につながっていっているのかという、この辺の

詳細を、個人情報とかいろんな企業の問題もあろうかと思いますけれども、説明できる範

囲で結構でございます。ぜひ説明をしていただきたいというふうに思います。 

 それと、最後、４点目は非常備消防費、今細かく説明いただきまして、273万6,000円が

行くけれども、国のほうからきちっとその辺の手当てはされてくるということで間違いな

いですね、収入も入っていますから。私前回も思ったのですけれども、こういったものと

いうのは国も当然するべきで、だけれども国がするのに何でこういうような、これは何か

別枠で、震災に当たってのこの部分について何で町がこういう面倒くさいことになるのか

なというような気がちょっと私はしているのです。全部対応されるので、いいといえばい



いのでしょうけれども、実際1,900円から２万2,800円なんていう大幅なアップというもの

は何を根拠に、あくまでも251名の災害費を各町村で全部割り返したということなのかな

と、そういう単純計算からこの273万6,000円が出てきたのかなという気がしておるのです

けれども、今後もこれ以外についてもいろんな災害の部分がある中において、また国のほ

うからこういったような対応を求められると、要するに町で先に出すということなのかな

という気がいたします。ここら辺の国の対応の仕方というのですか、今後もこういうよう

な部分があるのかないのか、この点もあわせて以上４点について説明を求めたいと思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 私のほうから１点目と４点目の関係について説明させていただきます。 

 まず、１点目の関係については、２棟８戸ということで、１戸当たりそんなに整備にか

からないだろうというふうに思っていましたが、給水施設、それから約１年半入っていな

い、それから２棟８戸のうち教員がもう既に入っていなかったところが５年も６年も入っ

ていなかったところもあったということで、総体的に町有住宅として管理する以上、入っ

ていただく方にある程度のきちっとした形をしたいということで１戸当たり220万かかっ

ていると。その設計でございますが、今施設課のほうには建築係がいるわけでございます

が、現在予定されている１年間のトータル的な中で事務作業をしています。そういったこ

とで、今回突発的な補正を入れたということで、この部分についてはちょっとできないの

で外注をさせていただきたいという話の中で設計費を組ませていただいたので、ご了解を

願いたいというふうに思います。 

 それから、４番目の関係につきましては、先ほども説明しましたが、北海道市町村総合

事務組合の中に消防団に係る一つの災害補償というものが別建てにあると、民間の北海道

市町村総合事務組合というのは任意団体でございまして、北海道も入っているし、全国的

な組織になっている。その中で、消防団員等の公務災害補償の責任共済等に係る保険金を

掛けた中でそれぞれ共済事業、福利厚生事業をやっているところでございます。そういっ

たことで、今回この任意団体が被災251名に対する補償をそれぞれ、この補償組合の規定

の中でこの災害を受ける前から既に災害規定がございまして、１人当たり幾ら幾ら、一時

金として223万と、それから遺族年金としては幾ら幾らと、その組合、組合で補償に対す

る規定を決めている。したがって、東日本の災害が起きたために、今回この災害の規定に

より民間団体がこの補償金を払わなければならないということでございます。当然各生命

保険会社も民間団体でございますから、そういった形ではその補償をしていかなければな

らないということでございます。このお金につきましては、約200億について本年度限

り、この組合に入っている消防団員等の共済の中で負担を願いたいという形でございまし

て、1,900円から２万2,800円という形で１人当たり２万4,700円、うちの消防団が条例定

数が120名で加入していますので、その金額が不足する。このお金につきましては、東部



４町、それから北海道ほとんど全部の市町村がこの組合に加入していることでございまし

て、それぞれ今回文書によって浦幌、池田、豊頃、そういった形で負担金の拠出について

のお願いが来ていると。このお金につきましては、特別交付税で見られるということでご

ざいまして、この災害のためにお金を多額に支出をしなければならないという現実が出た

と、その中で皆さん加入している組合員の負担金で賄うということでございます。このお

金について国で特別交付税で見たいという話でございます。国においての責任というの

は、先ほど申し上げましたとおり市町村でそれぞれ災害弔慰金支給規定がございまして、

それぞれの災害に対して支給する。それについては、浦幌町の規定でございますと死亡は

１人500万、それからその家族については250万と、それらについては国が２分の１、道が

４分の１、市町村４分の１という形の支給条例に関する支給がなされるというような現実

になっております。 

 それから、残った跡地の関係、１番目の質問でございます。７戸残っています。北栄に

１棟１戸が２つ、それから新町に１棟２戸というのが２つ、同じ新町に１棟建てが１カ

所、この建物については相当古くなっております。側はベニヤ、ガラス等も見えないよう

な状態ですべてしてあります。ここの管理運営については、十勝教育局と話しして、月に

１回局からも見に来ていますし、管理につきましては周辺の草刈り等については万全にし

ていただいている。中には、ばりでぐっとやればあきますけれども、それ以外はあけれな

い状態になっている。また、あわせて、高等学校のグラウンドあたりもパークゴルフ場に

タンポポが飛ぶということで、それも今回お話をして、草刈り等の管理についてお願いを

しているところでございます。そういった状況で管理をしていただいているところでござ

いますので、よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

〇田村議長 産業課長。 

〇亀山産業課長 中尾議員の２点目と３点目のお尋ねについて説明させていただきます

が、初めに２点目の指定寄附315万円についての今後すぐ活用できないのであれば、指定

寄附者に対しての説明をというふうなお尋ねであったかと思いますが、６月16日の指定寄

附を受けたときに、その後理事者と指定寄附者側と懇談しておりまして、その中で高速道

路、そしてまた336号の今後の交通量ということが道の駅の今後の周辺整備にも大きくか

かわるというふうなことでのお話はさせていただいております。ですから、すぐ今年度、

来年度という形の中での整備というふうなことはできないということは申し上げてござい

ます。 

 次に、３点目の労働費の雇用促進事業補助金についてでございますが、当初予算５人分

で240万円を計上しておりました。それが当初予算については既に交付決定済みというこ

とで、不足する５名分を今回追加補正したわけですが、これらの申し込みの取りまとめに

ついては７月に商工会事務局から会員さんあて通知の文書を改めて出していただいており

まして、それで周知徹底された結果、当初の５名以外に現在６名の方が来ております。実



際今５名分の補正では足りないのではないかというふうになりますが、補正予算の締め切

り後に２名分が来たということもありまして、現在は総体で11名というふうな形になって

おります。それで、製造業で６名、またサービス業といいますか、訪問サービス含めた中

で４名、そしてその他の工事業者が１名というふうな形で11名というふうになってござい

ます。それで、それらの雇用が新規なのか補充なのか、新たに雇用の窓口が広がったの

か、もしくは退職者の補充なのかということについてはそれぞれの企業によって違いま

す。例えば事業拡張のために増員しているというふうなところもありますし、退職者の補

充というふうな意味合いのところもございます。そういう内容で行っておりますので、ご

理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 審議の途中でございますが、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。 

 

午後 ０時０３分  休憩 

午後 １時００分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 先ほど４点ほど質問をさせていただきまして、まず財産管理の部分につきま

しては道としても適切な管理をしているということでありますし、また設計につきまして

も特殊性のある部分がどうしてもあるというようなことでありましたので、この辺につき

ましては理解をしたところであります。 

 また、２つ目の質問でありました基金の部分につきましても、この辺も寄附をいただい

たときに理事者としっかりとその辺のお話をし、今の道の駅の今後の整備の考え方がしっ

かりと寄附をいただいた方々に真意が伝わった上で寄附をいただいたという答弁でありま

したので、これについても理解をいたしました。 

 それと、３番目ちょっと飛ばしまして、４番目の消防費のこの部分につきましても、国

のほうからしっかりと財政的な措置がされるということでありますし、手続上こういった

ちょっと面倒くさいなというような感じがいたしますが、どうしてもこういうような手続

をとらざるを得ないというような答弁をいただきましたけれども、この辺についても理解

をしたところであります。 

 それで、最後１点、３点目に質問いたしました労働費の部分であります。私が思います

に、この部分新たに補正５名組んで、今それ以上の申し込みがあるということですから、



これは今回補正組んでいるのですから、上限なく、頭打ちなく５人でも10人でも20人でも

30人でも、新たな雇用が生まれるという部分については町としてはどんどん対応していく

というあらわれの一つであろうというふうに思いますので、雇用を新たに生んでいくとい

う部分については私もそういった積極的な姿勢というものはぜひとっていくべきだという

ふうに思います。 

 そこでなのですが、もう一点、私がちょっと気になっているのは、先ほど企業によって

ケース・バイ・ケースだというお話がありましたけれども、せっかくのこの部分について

新規の雇用という部分が実際にどの程度どういう形で生まれているのかという、この辺な

のです、問題は。この運用はいろんな運用の仕方があろうかと思いますけれども、一番の

本来の目的である新たな雇用を生むという、この部分についてどういうような形になって

いるのかという、この辺の詳細を求めたいと思うのです。 

 それと、もう一点、当初からこのことについては運用的に問題ないというお話は私もち

ょっと聞いていたのですけれども、どうも１つひっかかるところがあるのが例えば指定管

理者、先ほどもちょっと指定管理の質問しましたけれども、指定管理者が新たに雇用を生

む、行政の仕事で指定管理料というのは何人工、何人工、これでこれだけの指定管理料だ

と料金が決まっているわけです。プラス、指定管理を受けてその仕事をするために新たに

雇用を生んだら、指定管理料のほかにまたこの48万円がいただけるという、この部分が、

実際それをしたからといって新たな地元の実際の本当の雇用の新規の部分が削られるわけ

ではないですから、町としてどんどん、どんどん20でも30でも40でもやっていくという姿

勢ですから、新たなそういうところの予算が食われてしまうわけではないのですけれど

も、ここら辺の町の仕事をして予算を設計でお金をいただきながら、こういう制度を使っ

て雇用をしたらまたプラスして48万円いただく、２人、３人、別に１企業１人とか関係な

いですよね、２人でも３人雇用すればプラスしてどんどんされていくわけですから、それ

が正しいのかなと、ここら辺の部分、私はこれを全く頭から反対するものではないのです

が、町民にもこの制度はそういったこともいいならいい、その辺のきちっとした説明とい

うものをぜひ町民の前にも公にきちっとして、詳しい説明をしていく必要があろうかなと

思いますので、最後１点、労働費の部分についてだけ答弁を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 ただいまの雇用促進事業補助金の関係について指定管理者の部分につい

て申し上げますと、この補助対象者というのは町内に独立した事業所または店舗を有し、

町内に居住する者を新規に正規雇用し、１年を超えて継続雇用しというふうなことで、町

税、その他町に対する債務を完納している中小企業者等に補助するというふうなことでご

ざいますので、こういうことから申し上げますと、ここで指定管理者であるとか指定管理

者はだめですというふうなことにはならない。独立した事業所または店舗を有して、なお

かつ町内に居住する者を新規に雇用したところについては対象とするということでござい



ますので、そこでの指定管理者を除くというふうな規定はございませんので、これはもち

ろん補助金と指定管理料というふうな部分で考えれば、指定管理料はその分を見ているは

ずなのに、なおかつプラスして48万円もらうのかということでございますが、それは全く

別な考え方だというふうに、定住を促進するという意味合いからもこの雇用促進事業補助

金が生まれているというところから、新たに雇用した方がいれば当然そこは補助をしてい

くというふうに考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 そこら辺町としてもしっかりと明示をされたわけであります。指定管理者も

そうですし、そのほかの行政として委託業務を行っている部分、これも当然同じ。ただ、

ここら辺がどうも私はしっくりこないところがあって、委託なりなんなり、行政としては

これだけの人数でこれだけだから100万なり200万なりときちっとうたって、その分を積算

して出している。だから、それのほかにまた新たな努力でもってここで生んで、また新た

雇用を生むのならいいのですが、積算しているこれをするためにまた48万円もらえるとい

う、ここら辺がどうもちょっと、そういう声があったのです。どうですと、議員さん、ど

うだといったときに、そうだねと私もちょっと、町としてはそういうものはいいという制

度はないのだから、それを活用するのは企業はその制度を有効に活用するのだから企業に

何も非はないのだと、企業としてそういう有効な補助制度があればそれを有効に活用する

のは当たり前の話だから、企業に非はない。ただ、その辺の要綱なりなんなりの決めの部

分において、町として町がお金を出して仕事を出しているものについてプラスしてまたそ

れをもらえるということについてどうも私も、ごく一部なのかもしれませんけれども、二

重取りではないのかというような、そういう声が出ていたものですから、今回こういう質

問させてもらったのです。ただ、今の答弁でもありましたように、町としては新たに生む

部分があれば指定管理だろうと委託だろうと町がお金を出している出していないにかかわ

らず、一切そういったことはなしで、一切そういう規制ははめずにやるという、そういう

町の考えですから、それを私もいいとか悪いとかということではないのですけれども、そ

の辺の二重取りという部分についてもう一度町としても変な誤解、それがおまえのところ

二重取りしているのではないかというように企業に向かっていくということを私はちょっ

と危惧しているのです。企業は有効に使っているのだから、企業は当たり前のことしてい

るのです。しかし、その制度の運用の仕方によって、企業におまえはずるいことしている

のでないかみたいな目が向くということを私ちょっと危惧をするものですから、この辺最

後町長、どうですか、いかがでしょう、その辺。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 今指定管理者、委託との関係のご質問でございますけれども、二重取りと

いう話もあるのでないかというお話でございますけれども、指定管理者にお支払いする分



についてはかかる経費として算出しておりますので、それが補助金ということではござい

ませんので、それについては経費と補助金と、今回のこの部分については補助金ですか

ら、それは二重取りということではないというふうに思いますので、それについてはきち

んと整理してとらえていったほうがいいのでないかというふうに考えております。ただ、

今回新たに定住促進ということでこういう制度を設けまして、今スタートしたばかりです

ので、いろいろと状況を見ながら考えなければいけない部分も出てくるのかなというふう

に思っております。今回は新たな雇用という中で、退職した後の退職補充という部分につ

いても、現状の要綱の中ではそれについても補助金を支給していくという内容になってお

ります。ですから、雇用が拡大しなくても対象にしているということでございます。それ

はなぜそういうふうにしているかといいますと、現下のこういった雇用状況を踏まえたと

きに、いろんな事業所においても厳しい事業状況の中で仕事をやっているわけですから、

そうした中でどうしても雇用の減少といいますか、そういうことを考えざるを得ないとい

う事業所さんもあるのかなというふうに思いますけれども、そういった部分についても一

定の歯どめをかけていきたいという考えの中で、今そういう中でやっております。ただ、

それが今後これらいろいろと実績等状況を勘案しながら、本当に町の定住促進等につなが

っていく形になっていくのかどうなのかということについては、今後はその辺については

いろいろと状況を見ながら考える必要があるのかなというふうに思っておりまして、ただ

現状については今の要綱の中で推し進めていくという考えでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 ２点についてお伺いします。 

 道営土地改良事業費についてでありますが、幸いこれは道において従来からのパワーア

ップ事業と言われております農家負担軽減対策事業であります。春の統一選後に道のほう

でも決定していくということで、受益者負担20％というものが今まで7.5％に軽減されて

きたと、このことに対する措置が従来どおり7.5％負担に決めていただいたということで

は非常にありがたいなと思っております。また、浦幌町においても先ほど説明ありました

ように心破事業について道では対象外とするということでありますが、町においては

6.25％の従来の負担を継続してくれるということでありますから、本当に受益者にしては

ありがたい対策だと、町内の畑総事業の継続性ということも配慮していただいたのだろう

というふうに思っておりますが、このことについて伺いたいのは、事業の聞き取りをして

から、聞き取りのときは当然このパワーアップ事業の7.5％受益者負担が決まっておりま

せんでした。そういう中で聞き取りをした。３年たって、その間に土地の流動化、売買、

賃貸進んでいるわけです。そういう中で7.5％だったら、その間に借りた土地、売買した

土地、今までの国営防災事業対応になっていない人たちにしてみれば7.5％だったら事業

やりたいなというようなことが出てくると思うのです。従来の説明ですと、事業変更、計

画変更といいますか、やめるのはいいけれども、追加は難しいという説明がされてきたと



思います。しかし、今申し上げましたように受益者負担がこれで継続できるならぜひやり

たいという状況はあると思うのです。聞いております。ですから、その辺の計画変更とい

うものが可能で追加で事業やりたい人の受け入れができるのかどうか、このことについて

１点確認をしておきたいと思います。 

 それから、２点目ですけれども、災害対策費で防災無線に対応するための補正300万出

ておりますが、これは説明資料に書いてありますとおり58年の新農業構造改善事業で導入

されたということで、農家には受信機が配置されております。これも実際に５割の人が今

稼働しているのかどうかわからない状況にあると思うのですが、ただこの説明の中では地

域に対する防災サイレン対応のための調査なのか、個別の住民に対するそういう対応もし

ていくのかちょっとわからないのですが、その辺の対応、どういう対応でどの範囲の調査

なのか、これも伺いたいと思います。 

 ２点お願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 ただいまの杉江議員のご質問に説明させていただきますが、道営土地改

良事業のパワーアップ事業についてでございますが、今後追加要望があった場合にこれに

対してどのような対応をするのかということでございますが、前段質問の中でもございま

したとおり、事業計画の変更は難しいというふうなことでございますので、パワーアップ

事業についても現計の事業量によって予算規模を確定しているものと思われます。そうい

う中で新たな需要があったということですぐに対応できるかということについては、やは

り難しいものというふうに考えております。道費のほうで非常にその辺が厳しくなるので

ないかということもございますので、道のほうともそのようなことの状況がどうなのかと

いうことは再度確認した上で該当地区の皆さんにお知らせしていくような形を考えていき

たいと思います。 

〇田村議長 総務課長。 

〇上村総務課長 ２点目の災害対策費の関係でございますが、この関係については、先ほ

どもご説明したとおり昭和58年、新農業構造改善事業によって導入したそれぞれの無線で

ございます。農家個々についているわけでございますが、現在この補助事業で農家個々に

ついた分についてはそれぞれ農家負担の中でやっているというふうにとらえています。た

だ、今27年経過して非常に聞こえにくくなっていると、当然出力も低下してきている関係

がございます。そういう中身とは別に、今回それらについてはデジタル化の方式で今考え

ていますので、それについては25年以降、この設置以降は廃止せざるを得ないのかなとい

うふうに思っています。今回この伝搬調査につきましては、津波を中心とした対策をしな

ければならないということで防災無線のデジタル化を進めていくということで、直別、厚

内、浜厚内、十勝太、豊北地区を対象に伝搬調査をして鉄塔を立てていきたいというふう

に考えています。来年度以降の事業計画になるわけですが、補助事業、また過疎債を対応



した中で、今概算では１億5,000万以上かかるのかなというふうな積算をしているところ

でございますが、伝搬の調査をしてみなければどのぐらいの鉄塔を地デジ化を図らなけれ

ばならないか、それらについても精査しながら来年度計画に新たに盛っていくという考え

方でございまして、新農業構造改善事業にのせた各農家の戸別機についてはその後廃止し

ていきたいなというふうに思っていますので、ご了承賜りたいというふうに思います。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 前段の道営土地改良事業の関係ですけれども、従来事業説明等に今課長の説

明ですと無理だろうという見解でありますけれども、しかし先ほども申し上げましたよう

に今非常に農地の流動化が多くて、買う人、借りる人が整備をしていない土地を借りる

と、そういう中で将来賃貸で借りている土地が自分のものになるかわからないのに、整備

をしなかったら利用価値が低いというものに関して、私が以前から国営防災事業でも何回

も申し上げておりますけれども、こういうものを救済しないと、この事業の括弧書きにあ

りますように、食料供給基盤強化特別対策事業というふうに言っているわけですから、そ

のためにない財源を工面していただいて、道も市町村も対応していただいている。そうい

う中では、効率よく事業を進めるためにはできるだけ計画変更も認めていただけるように

働きかけて、何とかしていただきたい。これは、特に今回のこの事業は浦幌の町から下浦

幌、国営防災事業から漏れた地域ということが主体でありますから、非常に厳しい土地環

境になっている中で、ぜひこのことが実現できるように働きかけていただきたいと思うの

です。事業の原則は原則でわかっております。しかし、そういうことで20％受益者負担で

はとても申し込めない。反当４万円からの負担あるわけですから、そういうことで漏れて

いる人たちを救済、あるいは新たにこの３年間で流動化した所有者、利用者の救済をして

いただくような努力はしていただきたいなということでお願いをしておきたいと思いま

す。 

 それから、災害対策の関係ですけれども、先ほどの説明では個別の対応については廃止

になるだろうということであります。そこで、ご承知のように今回３月11日の津波対応で

豊北地区行政区から行政区要望として文書が上がっていると思うのです。そのことについ

て、行政もそれなりの説明したり、そのことは聞いておりますが、災害のことですから、

先ほど説明あった事業、無線塔を立てたりしていきたいということでありますけれども、

災害ですから、今豊北地区がどういう状況になっているか、既に地域説明もしたというこ

とでありますけれども、サイレンも聞こえない、そういう状況の中で豊北地区も非常に不

安の中でいるのです。さきの６月の定例会で災害についての質疑、一般質問たくさんあり

ましたけれども、しかしこういう個別の問題に対して早く地域の要望を、災害ですから早

く対応していただけるような答えを出していただかないと、予算だ、時期だと言っている

ことではなくて、めどの立つような対応を町長の行政報告あるいは答弁でも今年度中にハ

ザードマップの見直しをしてということを答弁いただいておりますけれども、これはぜひ

私は早い時期に対応できるようにやっていただきたいというふうに思っております。 



〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 道営土地改良事業のパワーアップの事業変更の内容でございますが、こ

れについて道に働きかけていただきたいという趣旨の質問であったかと思いますが、これ

らにつきましては道への要望事項として上げていきたいというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 総務課長。 

〇上村総務課長 防災無線のデジタル化につきましては、早急にということで24年の計画

の中で国に上げて、24年の実施をしてまいりたいというふうに考えています。その間いつ

災害が起きるかわからないわけでございますが、そういう中身については共有しながらそ

れぞれ対応していきたいと、それまでは対応していきたいというふうに思っていますの

で、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 私も今の消防費の災害対策費の防災無線の関係でお聞きしたいのですが、今

同僚議員が聞いた分とちょっと違うのですが、58年に農業の補助を使って、町内という

か、全体ある程度戸別の無線だとか、そういうのを地域にも配置されているのですけれど

も、今聞いたところによるとその農家の無線については廃止していくということらしいの

ですけれども、これデジタル化になるのですけれども、今までどおり町内一円といいます

か、そういうことは考えていないのか。 

 それとあと、今まで事業所だとか、樋門管理も含めて、そういうところにもそういう機

器類は配置されていなかったのですけれども、希望をとってそういうものを配置できるか

どうかというのも、廃止してしまうのであればそういうことにはならないのですけれど

も、今回の津波対策の分だけやるということらしいのですけれども、その辺全体的にどう

いうふうな考えを持っているかお聞きしたいと思います。 

 それとあと、今回の調査区域なのですけれども、豊北ということなのですけれども、こ

の辺津波10メーター以上とか、そういう想定した場合大体共栄の近くまで水が来るのでな

いかと思われます。その辺についてもどういうふうな考えを持っているのかお聞きしたい

と思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 58年に出た新農業構造改善事業に基づいて農家各戸に入れたこの無線に

つきましては、27年経過しているのと従前農協がサーバーを持っていてそれぞれ情報をや

っていたのですけれども、農協については廃止をした。それから、戸別受信機についても

相当壊れてきて、もう家に置いていない家庭もある。物置にもういってしまったと。今現

在結核検診、また地域の死亡通知について総務課のほうでお知らせをしている内容でござ

います。これも今満足に聞こえない状態が続いているところでございます。この災害関係



につきましては、当然農業構造改善事業の中に災害に対する部分もあったのだろうという

ふうに思いますが、これらについては今テレビ、報道機関等早いわけでございます。そう

いったことで今後対応していくと。今伝搬調査をするこの地域については、津波によって

被害を受ける。要するに、サイレンを鳴らす、こういうシステムだけをしていくというこ

とでございますので、またそこでしゃべる声も入る。鉄塔を立てて、その中でやるという

ことでございまして、戸別の受信機については一切置く考えはないということでございま

すので、後の質問でございました樋門関係についても置いたらということは考えておりま

せん。そういうことでご理解を賜りたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 今回たまたま津波ということでこういうことで実施されることになると思う

のですけれども、災害については浦幌川を抱えている浦幌町全般が防災の関係でもう少し

きちんと計画を立ててやっていかないとならないと思うのですけれども、その辺の考えに

ついてはどう対応していくのか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 防災計画については、見直しということで来年度に向けてやっていくと

いうことで先般答弁している中でございます。豊北地区については、この間も地震の先生

が講演なさって、その際お聞きしたり、いろいろお話しした中では336の中で、一定程度

の13メートルまでいかないような小さいものはほとんど336でとまるのでないかと、朝

日、共栄、こちらのほうには入ってこないだろうということも踏まえています。それで、

豊北地区といいましても336の向こう側、今世帯数でいくと９戸があそこで生活してい

る。それから、海岸線を含めて、これらについても含めて伝搬調査をしていきたいという

ふうに考えておりますので、その辺よろしくお願いをしたいというふうに思います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 ２点ばかりお伺いいたします。 

 説明資料の23ページ、戸籍住民登録費として945万、外国人住民が住民基本台帳法の適

用対象に加えられるということですが、非常に高額なシステム等の改修費、これの歳入が

一般財源になっていますが、これは国の法律が公布されたということですので、何か交付

税措置みたいなのは今後発生する見込みがあるかどうかお伺いしておきます。 

 それと、２点目、25ページの12、乳幼児医療対策費、これもシステム改修委託料とし

て、医療システムの保守サポートが平成24年３月で停止となるというふうになっておりま

す。新福祉医療システムへの更新ということで書いてありますが、これ内容が変わるの

か、それから新しい内容がもしわかるのであれば、わかる範囲で確認をしておきたいと思

いますので、お聞きしておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 



 町民課長。 

〇大山町民課長 今福原議員から質問ありましたことについて説明申し上げます。 

 まず、１点目の外国人登録の関係でございますが、これにつきましては外国人登録法の

改正に伴いまして今回うちの住民基本台帳のシステム等を改修するわけでございますが、

これに係る経費につきましては今年の春先に一応普通交付税なり特別交付税で計上されま

すということになってございますが、その後地震等がございました関係がありまして、具

体的な中身についてはまだ示されてございません。ただ、昨年度実施した市町村がござい

ます。全国でございますが、その中では特別交付税措置もされております。それは、標準

的事業費を超えた部分に関するということでございますが、今現在普通交付税と特別交付

税の対象になるだろうという予定ということしか言えないので、ご了解願いたいと思いま

す。 

 それと、乳幼児医療のシステムの関係でございますけれども、これにつきましては当初

そのシステムを導入してから11年ほど経過してございます。それに伴いまして、システム

の内容的な部分はほとんど変わらないと思うのですが、取り扱う操作方法とか、そういう

部分が変わってくるということでございます。ですので、やることについては変わらない

のですが、メーカーのほうでシステムが11年ほど経過しているので、もう対応できないと

いうお話がございましたので、やむを得ず今回新たなものに更新していくということでご

ざいますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 説明はわかりました。この田舎の町にも原発の関係で非常にいろんな影響が

あらわれてきているのが現状でございます。そういうものがあるからおくれていくという

ことで投げておかないで、ぜひとも国のほう、道のほうに必要なものは要求していくとい

うふうな取り扱いをやっていただきたいというふうに思っております。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 今お話がありましたように、当然もらえるというか、交付されるものに

ついては見逃すことなく、町としてその辺については要求してまいりたいというふうに考

えてございます。貴重な一般財源だけでなくて、そういう補助の対象なり交付金の対象で

あれば、それについては特に交付税につきましては財政のほうとも協議しながら、その辺

については見逃すことなくやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 確認も含めてお聞きしておきたいのですが、地方交付税のことでちょっと伺

っておきます。 

 地方交付税が２億1,595万1,000円まず入ってくるわけですが、そういった中で財政調整

等基金費、これに１億7,297万1,000円、要するに一般的にいうと貯金なのかなと。町長も

以前財政難を乗り越えてきた中で、財政の預金というものの必要性というものを述べられ



ていたかと思うのですが、一体どの程度までを積んでおきたいのか。あればあるだけいい

のでしょうけれども、先ほど来から災害も含めて地域住民の人が大変だというときに、貯

金が果たしていいのかなと、確かに貯金は必要なのですけれども、そういったことも含め

て町長自身どの程度まで、何のためにその程度の金額が必要なのか、ちょっと伺っておき

たいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 財政調整基金の性格については、議員よくご存じだろうと思います。我が町

も大変厳しい状況にありまして、万が一例えば東日本大震災、またこのたびの台風での大

きな災害、そういうことに対して緊急的に要する部分については町としての貯金がなけれ

ば大変だということはよくご存じだろうというふうに思います。どれだけあればいいかと

いうご質問、これは大変難しい話だろうなというふうに思っています。十勝管内で今平均

的にならしてみて大体27億から30億ぐらいかなというふうに思っていますし、我が町がそ

れでなければだめだというお話もありません。ただ、借入金を含めて全体的な見通しの中

でどの程度が必要なのかなというふうに思って、私ども最初は20億を超えなければなかな

か安定した財政調整はできないのかなというふうに思っていましたけれども、最近の国の

動向、予算編成等を見ていますと、それで安心できるものなのかなということについては

疑義が生じているのではないかというふうに私どもは思っています。これから国の財政運

営の中で交付金、どうしても交付税に頼らないとならない町政運営でありますので、これ

についてはできるだけ節約するということでなくて、いつも言っているように町政はやっ

ぱり必要な部分は当然予算計上していかないとなりませんし、できるだけ効率的な運営と

いうのを心がけながら、万が一のときのための財政調整基金というのは積んでいかなけれ

ばならないのではないかというふうに思っていますので、今ここで幾らだったら絶対大丈

夫だということはなかなか言えないというのが事実だということでありますので、ぜひそ

の辺はご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 確かに言われる気持ちも十分に理解できないわけではございません。しかし

ながら、第３期まちづくりの中でもありましたように、本当に町民の方々が住みやすいま

ちづくり、そのことを考えるときに、まず幾らあればいいというものではないという言い

方されましたけれども、簡単に言いますと最小限まず食べるものに対しては幾らかかるの

か、避難する場所にどのぐらいかかるのだろうか、そういったものをお互いの中で計算し

合うとおのずと、他町村と見比べて幾らということでなくして、本町にとって本当に必要

な部分というのはおおむね出てくるのではないかなという感じがするわけです。そういっ

た中で今後庁舎内でも十分な検討はされると思いますけれども、さらにさらにそれらを十

分に検討していただきたいと思いますが、いかがでしょう。 

（何事か声あり） 



〇二瓶議員 済みません、質問の仕方が悪かったようですけれども、例えば一般家庭でい

いますと、家を建てる、家を建てるためには当然家を建てる計算というのをします。そう

すると、新しいものの中で冷蔵庫が必要なのか、洗濯機が必要なのか、我慢できないの

か、当然それらも出てくると思うのです。そのことを積み重ねることによって浦幌にとっ

ての必要な金額というのはおおむね出てくるのかなと、その検討をしていただきたいけれ

ども、していただけるかどうかということです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 私どもは毎年予算編成をしておりまして、当初予算、特に今年度は６月の補

正も組ませていただきましたし、毎年度議会の皆さんにご提示をしながら今年度の予算に

ついてはこれでやりますよと、最低限ここの予算は必要ですよということを申し上げてお

ります。歳入については予算組みをするわけでありますけれども、歳出については、当然

おくれてくる交付税、特別交付税、また臨時財政対策債等も含めて歳入については後で決

まってくるという状況なわけであります。そういう意味で、今回財政調整基金が予算組ん

だ以上に入りましたということで補正予算を組ませていただいています。ですから、当初

予算として今年の浦幌町の財政執行についてはこれだけですという予算は議会の皆さんに

毎年提示をして、ご審議をいただいているというふうに思っていますので、ご理解いただ

きたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「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46号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立多数であります。 

 よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１２ 議案第４７号 

〇田村議長 日程第12、議案第47号 平成23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。 

 説明を求めます。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 25ページをごらん願います。議案第47号 平成23年度浦幌町町有林野特



別会計補正予算。 

 平成23年度浦幌町の町有林野特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６万4,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ7,932万円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成23年９月５日提出、浦幌町長。 

 第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 27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の総括は省略させてい

ただきます。 

 28ページをごらん願います。２、歳入、３款繰入金、２項１目基金繰入金609万2,000円

を減じ、666万8,000円、前年度繰越金の確定による基金繰入金を609万2,000円更正減する

ものでございます。 

 ４款１項１目繰越金615万6,000円を追加し、615万7,000円、決算額の確定により前年度

繰越金615万6,000円を追加するものでございます。 

 ３、歳出、１款１項１目財産管理費６万4,000円を追加し、1,489万円、３節職員手当等

及び４節共済費の人件費について６万4,000円を追加するものでございます。 

 以上で補正予算の説明を終わらせていただきますので、よろしくご審議願います。 

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47号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立多数であります。 

 よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１３ 議案第４８号 

〇田村議長 日程第13、議案第48号 平成23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。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 



〇大山町民課長 30ページをごらんいただきたいと思います。議案第48号 平成23年度浦

幌町国民健康保険事業特別会計補正予算。 

 平成23年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,961万8,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ９億3,554万8,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成23年９月５日提出、浦幌町長。 

 第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略させていただきます。 

 次のページをお開き願います。歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括についても省

略させていただきます。 

 本補正予算につきましては、人事異動に伴う人件費、国保保健指導事業が採択されたこ

とに伴います予算の組み替えと事業に要する費用の追加及び平成22年度療養給付費等負担

金等の精算に伴います費用の補正が主な内容でございます。 

 ２、歳入、２款国庫支出金、２項国庫補助金、１目財政調整交付金74万9,000円を追加

し、2,574万9,000円、１節財政調整交付金の74万9,000円の追加でございます。国保保健

指導事業分の追加でございます。 

 ８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金4,632万9,000円を減額し、7,991

万7,000円、３節その他一般会計繰入金、一般会計からの繰入金の4,632万9,000円の更正

減でございます。 

 ９款１項１目繰越金6,519万8,000円を追加し、7,019万8,000円、１節前年度繰越金、前

年度よりの繰越金の追加でございます。金額にしまして6,519万8,000円でございます。 

 次の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133万8,000円を追加し、2,688万1,000円、２節給料34万円の追加、３節職員手当等23万

8,000円の更正減、４節共済費34万8,000円の追加、13節委託料88万8,000円の追加、委託

料につきましては共同電算事務処理業務委託料の追加でございます。 

 ２款保険給付費、２項高額療養費、２目退職被保険者等高額療養費315万円を追加し、

675万円、19節負担金、補助及び交付金、退職被保険者等高額療養費の315万円の追加でご

ざいます。 

 ８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費62万8,000円を減額し、412万9,000

円、７節賃金の34万5,000円の更正減でございます。８節報償費18万3,000円の更正減でご

ざいます。11節需用費、消耗品費の５万3,000円の更正減でございます。13節委託料、特

定健診等委託料４万7,000円の更正減でございます。これらにつきましては、国保保健事

業の採択に伴いまして保健事業費に一部を組みかえる内容でございます。 



 ２項保健事業費、１目保健衛生普及費78万5,000円を追加し、301万7,000円、７節賃

金、臨時保健師等の賃金の41万円の追加でございます。８節報償費、栄養士等の講師謝礼

の20万円の追加でございます。11節需用費、消耗品費６万6,000円の追加でございます。

13節委託料、特定健康診査等委託料の10万9,000円の追加でございます。本保健衛生普及

費の追加につきましては、国保保健指導事業費の内容でございまして、特定健診の結果か

ら、このままでいきますと数年以内に特定保健指導等の対象になる可能性の高い方や糖尿

病、高脂血症等に移行する可能性の高い方に保健指導、栄養指導等を継続的に行う事業で

ございます。 

 ９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金1,497万3,000円を追加し、

1,547万3,000円、23節償還金、利子及び割引料、22年度分の償還金でございます。金額に

つきまして1,497万3,000円でございます。 

 本補正予算の内容につきましては、議案説明資料33ページ、34ページに記載のとおりで

ございますので、よろしくご審議賜りますようにお願いいたします。 

 以上でございます。 

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48号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立多数であります。 

 よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１４ 議案第４９号 

〇田村議長 日程第14、議案第49号 平成23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。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 36ページをお開き願いたいと思います。議案第49号 平成23年度浦幌町

後期高齢者医療特別会計補正予算。 

 平成23年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 



 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ51万4,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ7,049万円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成23年９月５日提出、浦幌町長。 

 第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略させていただきます。 

 次のページをお開き願います。歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括についても省

略させていただきます。 

 本補正予算につきましては、人事異動に伴う人件費及び平成22年度後期高齢者医療の精

算に伴います北海道後期高齢者医療広域連合納付金が補正の主な内容でございます。 

 ２、歳入、２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金93万8,000円を減額

し、2,901万1,000円、１節事務費繰入金、事務費繰入金の93万8,000円の更正減でござい

ます。 

 ３款１項１目繰越金42万4,000円を追加し、42万5,000円、１節前年度繰越金、前年度繰

越金の42万4,000円の追加でございます。 

 次の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93万8,000円を減額し、505万3,000円、２節給料10万6,000円の更正減、３節職員手当等

74万5,000円の更正減、４節共済費８万7,000円の更正減でございます。それぞれ人事異動

に伴う更正減でございます。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金11万3,000円を追加し、6,431万3,000円、

19節負担金、補助及び交付金、後期高齢者医療広域連合納付金の11万3,000円の追加でご

ざいます。 

 ３款諸支出金、２項繰出金、１目他会計繰出金31万1,000円を追加し、31万2,000円、28

節繰出金、一般会計への31万1,000円の追加でございます。 

 本補正予算の内容につきましては、議案説明資料35ページに記載のとおりでございます

ので、ご審議のほどを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49号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立多数であります。 



 よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１５ 議案第５０号 

〇田村議長 日程第15、議案第50号 平成23年度浦幌町介護保険特別会計補正予算を議題

といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 41ページをごらん願います。議案第50号 平成23年度浦幌町介護保険特

別会計補正予算。 

 平成23年度浦幌町の介護保険特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ498万9,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ５億9,902万1,000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23年９月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略させてい

ただきます。 

 次に、44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

しても省略させていただきます。 

 本補正予算につきましては、人事異動に伴う人件費等の補正及び平成22年度介護給付費

国庫負担金等の精算に伴います費用の補正が主な内容でございます。 

 ２、歳入、２款国庫支出金、２項国庫補助金、２目地域支援事業交付金13万4,000円を

追加し、467万円、３節地域支援事業交付金過年度分、地域支援事業交付金の過年度分の

交付でございまして、13万4,000円を追加するものでございます。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金117万5,000円を追加し、8,145万

9,000円、２節過年度分、介護給付費道負担金の過年度分の追加でございまして、金額に

しまして117万5,000円でございます。 

 ３項道補助金、１目地域支援事業交付金６万7,000円を追加し、233万5,000円、３節地

域支援事業交付金過年度分でございます。内容としましては、地域支援事業交付金の過年

度分の交付６万7,000円の追加でございます。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金237万6,000円を減額し、１億

1,750万2,000円、３節職員給与費等繰入金、職員給与費等の繰入金の237万6,000円の更正

減でございます。 

 基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金526万2,000円を減額し、ゼロ、１節介護給付費

準備基金繰入金、介護給付費準備基金繰入金の526万2,000円の更正減でございます。 



 次のページをお開き願います。７款１項１目繰越金1,125万1,000円を追加し、1,128万

1,000円、１節前年度繰越金、前年度よりの繰越金1,125万1,000円の追加でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費２万6,000円を追加し、1,741

万4,000円、４節共済費２万6,000円の追加でございます。 

 ４款１項地域支援事業費、３目包括的支援事業費240万2,000円を減額し、2,521万2,000

円、２節給料37万3,000円の更正減、３節職員手当等31万8,000円の更正減、４節共済費

171万1,000円の更正減でございます。 

 ５款１項基金積立金、１目介護給付費準備基金等積立金117万3,000円を追加し、123万

3,000円、25節積立金、介護給付費準備基金の積立金でございまして、117万3,000円を追

加するものでございます。 

 次のページをお開き願います。６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金

201万9,000円を追加し、202万円、23節償還金、利子及び割引料、償還金の201万9,000円

の追加でございます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金417万3,000円を追加し、417万4,000円、28節繰出金、一

般会計への繰出金417万3,000円の追加でございます。 

 本補正予算の内容につきましては、議案説明資料36ページに記載のとおりでございます

ので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

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50号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立多数であります。 

 よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。 

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩いた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。 

 

午後 ２時０１分  休憩 



午後 ２時１４分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第１６ 議案第５１号 

〇田村議長 日程第16、議案第51号 平成23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。 

 説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 49ページをごらんいただきます。議案第51号 平成23年度浦幌町浦

幌町立診療所特別会計補正予算。 

 平成23年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ447万円を追加し、歳入歳出の総額を

歳入歳出それぞれ２億5,917万9,000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23年９月５日提出、浦幌町長。 

 50ページになります。第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 次のページ、歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましても省略させていた

だきます。 

 52ページをごらんいただきます。今回の補正予算の主な内容につきましては、歳入は繰

越金の確定による補正、歳出は人事異動等に伴う人件費の補正の内容でございます。 

 ２、歳入、１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金599万7,000円を減額

し、１億79万6,000円、１節一般会計繰入金599万7,000円の更正減、一般会計からの繰入

金でございます。 

 ２款１項１目繰越金1,046万7,000円を追加し、1,096万7,000円、１節前年度繰越金

1,046万7,000円の追加でございます。前年度繰越金の確定による追加でございます。 

 ３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費２万2,000円を追加し、4,434万6,000

円、４節共済費２万2,000円の追加。 

 ２目医業費444万8,000円を追加し、２億968万4,000円、２節給料281万4,000円の追加、

３節職員手当等126万5,000円の追加、４節共済費36万9,000円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。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51号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立多数であります。 

 よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１７ 議案第５２号 

〇田村議長 日程第17、議案第52号 平成23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。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 54ページをごらんいただきたいと思います。議案第52号 平成23年度浦

幌町公共下水道特別会計補正予算。 

 平成23年度浦幌町の公共下水道特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８万8,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ３億6,646万5,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成23年９月５日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 次のページをお開きいただきます。歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括について

も省略させていただきます。 

 次のページをごらんいただきたいと思います。本補正予算につきましては、公共下水道

事業受益者負担金及び前年度繰越金の追加補正と一般会計繰入金の減額補正並びに歳出の

報償費、人件費等に係る共済費及び事業執行に係る旅費の追加補正によるものでございま

す。内容といたしましては、説明資料37ページに記載のとおりでございます。 

 ２、歳入、１款分担金及び負担金、２項負担金、１目公共下水道費負担金14万2,000円

を追加し、63万3,000円、１節公共下水道受益者負担金14万2,000円の追加、これにつきま

しては公共下水道事業の受益者負担金において徴収猶予地の土地利用が畑から宅地に変更

になったということによる公共下水道事業費の負担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426万9,000円を減額し、２億

2,811万1,000円、１節一般会計繰入金426万9,000円の更正減、一般会計からの繰入金の更

正減でございます。 

 ６款１項１目繰越金421万5,000円を追加し、471万5,000円、１節前年度繰越金421万

5,000円の追加、前年度繰越金の確定による追加でございます。 

 次のページをごらんいただきます。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般

管理費１万9,000円を追加し、189万4,000円、８節報償費１万9,000円の追加、受益者負担

金の前納に伴い報償金を追加するものでございます。 

 ２款事業費、１項１目下水道建設費６万9,000円を追加し、7,714万7,000円、４節共済

費１万4,000円の追加、職員の人事異動等に伴う内容でございます。９節旅費５万5,000円

の追加、下水道事業執行に係る普通旅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。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52号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立多数であります。 

 よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１８ 議案第５３号 

〇田村議長 日程第18、議案第53号 平成23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。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 59ページをごらんいただきたいと思います。議案第53号 平成23年度浦

幌町個別排水処理特別会計補正予算。 

 平成23年度浦幌町の個別排水処理特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,000円を追加し、歳入歳出の総額を

歳入歳出それぞれ5,265万円とする。 



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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成23年９月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 次のページをごらんください。歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括についても省

略させていただきます。 

 次のページをお開きください。本補正につきましては、一般会計繰入金の減額補正と前

年度繰越金の追加補正並びに歳出の人事異動等に係る共済費の補正をするものでございま

す。 

 ２、歳入、４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金95万5,000円を減額

し、2,520万6,000円、１節一般会計繰入金95万5,000円の更正減、一般会計からの繰入金

の更正減でございます。 

 ５款１項１目繰越金96万3,000円を追加し、116万3,000円、１節前年度繰越金96万3,000

円の追加、前年度繰越金の確定による追加でございます。 

 次のページをごらんいただきたいと思います。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8,000円を追加し、1,629万円、４節共済費8,000円の追

加、職員給与に係る共済費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53号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立多数であります。 

 よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１９ 議案第５４号 

〇田村議長 日程第19、議案第54号 平成23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。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 64ページをごらんいただきたいと思います。議案第54号 平成23年度浦



幌町簡易水道特別会計補正予算。 

 平成23年度浦幌町の簡易水道特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ331万2,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ４億3,714万6,000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23年９月５日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 次のページをお開きください。歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括についても省

略させていただきます。 

 次のページをごらんいただきたいと思います。本補正予算につきましては、一般会計繰

入金の減額補正と前年度繰越金の追加補正並びに歳出の職員人事異動等に伴う人件費の補

正及び浄水場の修繕費等を追加補正するものでございます。内容といたしましては、説明

資料38ページに記載してございます。 

 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39万2,000円を減額

し、１億875万円、１節一般会計繰入金39万2,000円の更正減、一般会計からの繰入金の更

正減でございます。 

 ５款１項１目繰越金370万4,000円を追加し、420万4,000円、１節前年度繰越金370万

4,000円の追加、前年度繰越金の確定による追加でございます。 

 次のページをお開きください。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費８万8,000円を減額し、2,685万円、２節給料５万8,000円の追加、３節職員手当等29万

5,000円の更正減、４節共済費14万9,000円の追加、職員の人事異動等に伴う内容でござい

ます。 

 ２目施設管理費340万円を追加し、6,026万円、11節需用費300万円の追加、施設管理修

繕料300万円の追加、厚内浄水場及び浦幌浄水場の機械設備故障による修繕費でございま

す。12節役務費40万円の追加、手数料40万円の追加、川上浄水場膜ろ過装置フィルターの

薬品洗浄に係る手数料でございます。 

 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54号を採決いたします。 



 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立多数であります。 

 よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２０ 同意第８号 

〇田村議長 日程第20、同意第８号 浦幌町教育委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 同意第８号 浦幌町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て。 

 浦幌町教育委員会委員岡崎浩明は、平成23年９月30日をもって任期満了となるので、浦

幌町教育委員会委員に次の者を任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第１項の規定により議会の同意を求める。 

 平成23年９月５日提出、浦幌町長。 

 氏名につきましては玉置美佳、生年月日、昭和43年６月29日、43歳であります。住所

は、十勝郡浦幌町字朝日56番地の２、任期につきましては平成23年10月１日から平成27年

９月30日までであります。 

 玉置美佳氏につきましては、現在お子様４名が就学中でありまして、教育文化に対しま

して十分なる見識を擁しておりますことから教育委員として適任と考えておりますので、

任命同意をお願いするものであります。議員の皆様には同意いただきますようお願いを申

し上げたいと思います。 

 なお、岡崎氏については、まだ任期を残しておりますし、教育委員として浦幌町の教育

行政に多大なご尽力をいただいておりますことに改めて衷心から感謝を申し上げる次第で

あります。 

 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、これより質疑、討論を省略し、同意第８号を採決

いたします。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立多数であります。 

 よって、同意第８号は同意することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第２１ 諮問第１号 

〇田村議長 日程第21、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること



についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町長。 

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

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

規定により、議会の意見を求める。 

 平成23年９月５日提出、浦幌町長。 

 氏名につきましては出口和枝、生年月日は昭和23年１月５日生まれ、63歳でございま

す。 

 出口和枝氏につきましては、人格、見識ともに高く、広く社会の実情に通じておりまし

て、人権擁護について理解ある方であり、人権擁護委員の候補者として適格であると認め

ますので、引き続き推薦させていただくものであり、なお人権擁護委員の任期につきまし

ては平成24年１月２日より平成26年１月１日の３年間となっております。 

 どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりました。 

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

推薦したいと意見を求めるものであります。 

 これより質疑、討論を省略し、採決をいたします。 

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

願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立多数であります。 

 よって、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についての件は、出口和枝氏を適任で

あるとすることに決定をいたしました。 

 

    ◎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９月６日から９月８日までの３日間、議事の都合により休会

とし、９月９日午前10時から本会議を開くことにしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、あす９月６日から９月８日までの３日間、議事の都合により休会とし、９月９

日午前10時から本会議を開くことに決定をいたしました。 

 

    ◎散会の宣告 



〇田村議長 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 ２時３６分 

 


