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平成２３年第２回浦幌町議会臨時会 
 
平成２３年 ５月 ９日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 
閉会 午後 ４時００分 

○議事日程 
 【第１号】 
日程第 １ 仮議席の指定 

 日程第 ２ 会議録署名議員の指名 
 日程第 ３ 選挙第 １号 議長選挙 
 【第１号の追加１】 

日程第 １ 会期の決定 
 日程第 ２ 選挙第 ２号 副議長選挙 
 日程第 ３ 議席の指定 
 日程第 ４ 常任委員の選任 
 【第１号の追加２】 
 追加日程第 １ 議長の常任委員辞任 
 日程第 ５ 議会運営委員の選任 
 日程第 ６ 浦幌町議会広報編集特別委員会の設置及び委員の選任 
 日程第 ７ 選挙第 ３号 東十勝消防事務組合議会議員の選挙 
 日程第 ８ 選挙第 ４号 十勝圏複合事務組合議会議員の選挙 
 日程第 ９ 選挙第 ５号 十勝環境複合事務組合議会議員の選挙 
 日程第１０ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成 22 年度浦幌町一般会計補正予算） 
 日程第１１ 承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて（訴えの提起） 
 日程第１２ 承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成 22 年度浦幌町一般会計補正予算） 
 日程第１３ 承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成 22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 同意第 ２号 浦幌町監査委員の選任につき同意を求めることについて 
 
 
○出席議員（１３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 
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    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 
 
○欠席議員（０名） 
 
○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 
     保健福祉課長事務取扱  （門  馬  孝  敬） 
     診療所事務長   菅  原     敏 
     産 業 課 長   前  田  治  紀 
     施 設 課 長   賀  下  利  幸 
     上浦幌支所長   小 路 谷  守  昌 
     会 計 管 理 者   永  澤  厚  志 
 
    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   亀  山     昇 
 
    農業委員会 

事 務 局 長   新  川  寿  雄 
 
    監 査 
     代表監査委員   石  丸  晴  朗 
 
    浦幌消防署 
     署 長   横  田  孝  志 
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○出席議会事務局職員 
     局 長   泉        初 
     議 事 係 長   中  田     進 
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開会 午前１０時００分 
     ◎臨時議長の紹介 
○泉議会事務局長 私は議会事務局長の泉初です。どうぞよろしくお願いいたします。 
 本臨時会は、一般選挙後初めての議会です。議長が選挙されるまでの間、地方自治法第

107 条の規定により、出席議員の中で年長の議員が、臨時に議長の職務を行うことになっ

ております。 
 ここで福原仁子議員をご紹介いたします。福原議員は議長席にお着き願いたいと思いま

す。 
○福原臨時議長 ただいま紹介されました福原仁子でございます。 
地方自治法第 107 条の規定により、議長が選出されるまでの間、臨時に議長の職務を行

います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

開会に先立ちまして、一般選挙後最初の会議でありますので、議場に出席しております 

議員並びに執行機関の皆さんから自己紹介をお願いいたします。 

事務局長から順に指名をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

初めに議員から行います。 
○泉議会事務局長 順に私からお名前を申し上げますので、その場でお願いをしたいと思

います。 
関井議員。 

○関井議員 おはようございます。厚内在住の関井雅明です。浦幌町のために頑張りたい

と思います。よろしくお願いします。 
○泉議会事務局長 差間議員。 
○差間議員 日本共産党の差間正樹です。議員の席を得るにあたっては、町民の負託に応

えるように、町民の皆さんの思い、一人一人の思いが私の一票一票にのっているというこ

とを胸に刻んで、これから浦幌町のために、浦幌町民のために全力を尽くして頑張ります。

よろしくお願いします。 
○泉議会事務局長 安藤議員。 
○安藤議員 おはようございます。寿町の安藤忠司です。第３期まちづくり計画の推進の

ために頑張っていきたいと思っております。よろしくお願いします。 
○泉議会事務局長 中尾議員。 
○中尾議員 宝町の中尾でございます。今回２期目ということになります。一生懸命頑張

ります。よろしくお願いいたします。 
○泉議会事務局長 二瓶議員。 
○二瓶議員 ２期目となりました二瓶隆、町内緑町に住んでおります。町民の皆様方が本

当に住んでよかったという町のために一生懸命頑張りたいと思いますので、よろしくお願

いします。 
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○泉議会事務局長 森議員。 
○森議員 貴老路に住んでおります森秀幸と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 
○泉議会事務局長 杉江議員。 
○杉江議員 統太の杉江博です。３期目になります。よろしくお願いします。 
○泉議会事務局長 河内議員。 
○河内議員 本町の河内でございます。皆さん方と共に、少しでもよいまちづくりを推進

するために頑張りたいと思います。よろしくお願いします。 
○泉議会事務局長 野村議員。 
○野村議員 吉野在住の野村俊博です。４期目になります。よろしくお願いいたします。 
○泉議会事務局長 阿部議員。 
○阿部議員 おはようございます。活平から入っております阿部優でございます。４期目

になります。よきこと、悪しきこと、しっかり地面に足をつけて、小さなことからコツコ

ツやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
○泉議会事務局長 髙橋議員。 
○髙橋議員 おはようございます。宝町地区に住んでおります髙橋でございます。５期目

になります。これからも一つよろしくお願い申し上げます。 
○泉議会事務局長 田村議員。 
○田村議員 おはようございます。幾千世地区から出ております田村です。５期目ですけ

れども、初心に帰ってまた一生懸命頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 
○泉議会事務局長 最後に福原議員。 
○福原臨時議長 光南の福原仁子と申します。３期目になります。どうぞよろしくお願い

いたします。 
次に、執行機関の皆さんからもお願いいたします。 

○泉議会事務局長 順に申し上げますので、よろしくお願いをいたします。 
町長。 

○水澤町長 おはようございます。このたびの統一地方選挙で浦幌町長に当選をさせてい

ただきました水澤一廣です。この４年間、皆様と共に浦幌町のまちづくりに邁進してまい

るつもりでありますので、議員の皆さんには、どうぞご指導よろしくお願い申し上げます。

よろしくお願いいたします。 
○泉議会事務局長 副町長。 
○門馬副町長 おはようございます。副町長の門馬です。合わせて保健福祉課長事務取扱

を兼ねております。ご指導のほどよろしくお願いいたします。 
○泉議会事務局長 会計管理者。 
○永澤会計管理者 おはようございます。会計管理者、永澤厚志と申します。よろしくお

願いいたします。 
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○泉議会事務局長 総務課長。 
○上村総務課長 おはようございます。総務課長の上村健二でございます。どうぞよろし

くお願いします。 
○泉議会事務局長 まちづくり政策課長。 
○鈴木まちづくり政策課長 おはようございます。まちづくり政策課長を務めております

鈴木宏昌でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
○泉議会事務局長 町民課長。 
○大山町民課長 おはようございます。町民課長の大山則幸でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 
○泉議会事務局長 産業課長。 
○前田産業課長 おはようございます。産業課長の前田治紀でございます。よろしくお願

いいたします。 
○泉議会事務局長 施設課長。 
○賀下施設課長 おはようございます。施設課長の賀下利幸と申します。よろしくお願い

いたします。 
○泉議会事務局長 上浦幌支所長。 
○小路谷上浦幌支所長 おはようございます。上浦幌支所長の小路谷守昌です。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 
○泉議会事務局長 診療所事務長。 
○菅原診療所事務長 おはようございます。町立診療所、菅原敏と申します。よろしくお

願いいたします。 
○泉議会事務局長 消防署長。 
○横田消防署長 おはようございます。消防署長の横田孝志です。どうぞよろしくお願い

いたします。 
○泉議会事務局長 教育委員長。 
○岡崎教育委員長 おはようございます。教育委員長の岡崎浩明でございます。よろしく

お願いいたします。 
○泉議会事務局長 教育長。 
○久門教育長 おはようございます。教育長の久門好行です。どうぞよろしくお願いいた

します。 
○泉議会事務局長 教育次長。 
○亀山教育次長 おはようございます。教育次長の亀山昇と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 
○泉議会事務局長 農業委員会事務局長。 
○新川農業委員会事務局長 おはようございます。農業委員会事務局長、新川寿雄です。

よろしくお願いします。 
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○泉議会事務局長 最後になりますが、代表監査委員。 
○石丸代表監査委員 おはようございます。監査委員の石丸です。よろしくお願いします。 
○福原臨時議長 大変ありがとうございました。 
 次に、町長より招集のあいさつをお願いいたします。 
○水澤町長 招集のあいさつをさせていただきます。 
 このたび、統一地方選挙におきまして浦幌町の議員選挙に見事当選され、議員になられ

ました議員の皆さんには、改めて心からお喜びを申し上げます。本当におめでとうござい

ます。また、このたび私も町長選挙におきまして２期目の当選をさせていただきました。

無投票ということになりましたけれども、もとより 100％信任を受けたという考えは毛頭

ございません。町民の皆さんには、多数の方の多様なご意見がございます。１期目以上に

町民の皆さんの意見に真摯に耳を傾けながら、議会議員の皆さんとともにまちづくりに励

んで参りたいというふうに考えておりますし、また浦幌町は財政健全化、そして新たなま

ちづくり計画、いろんな課題が山積をしているところであります。その山積している状況

の中でこの任に当たるということに対しまして、改めて気持ちが高揚すると同時に、重要

な意を任されたことに心から緊張しているところでもあります。 
議員の皆様とは理事者という立場が違うと思いますけれども、浦幌町民のために、住ん

でよかった、住みやすいまちづくりをするという考え方については、方向性は何ら変わる

ところはないだろうというふうに考えているところであります。どうかこれからも今まで  
どおりの町民のために、浦幌町の発展のために、議員の皆さんの前向きなご意見を賜りた

くお願い申し上げたいというふうに思います。 
また、町政執行全般にわたっての考え方につきましては、６月の定例会で町政執行方針

として皆さんにご提示させていただきたいというふうに思っておりますので、暫時お待ち

をいただきたいと思います。 
 本日はあいさつとさせていただきます。ありがとうございます。 
 
     ◎開会の宣告 
○福原臨時議長 ただいまから平成 23 年第２回浦幌町議会臨時会を開会いたします。 
 ただちに本日の会議を開きます。 
議事については、配布しております臨時議長の議事日程表第１号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 仮議席の指定 
○福原臨時議長 日程第１、仮議席の指定を行います。 
 仮議席は、ただいま着席の議席といたします。 
 
     ◎日程第２ 会議録署名議員の指名 
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○福原臨時議長 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、臨時議長において、中尾

光昭議員、二瓶隆議員を指名いたします。 
 
     ◎日程第３ 選挙第１号 
○福原臨時議長 日程第３、議長選挙を行います。 
 選挙は、投票で行います。 
 議場の出入り口を閉めます。 

〔議場閉鎖〕 
○福原臨時議長 ただいまの出席議員は、13 名です。 
 次に、立会人を指名いたします。 
 会議規則第 32 条第２項の規定により、立会人に森秀幸議員、杉江博議員を指名いたし

ます。 
 投票用紙を配ります。 

〔投票用紙配布〕 
○福原臨時議長 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○福原臨時議長 配布漏れなしと認めます。 
 次に投票箱を点検いたします。 

〔投票箱点検〕 
 
○福原臨時議長 異常なしと認めます。 
 ただいまから投票を行います。 
念のために申し上げますが、投票は、単記無記名です。投票用紙に被選挙人の氏名を記

載の上、仮議席番号 1 番議員から順番に投票をお願いいたします。 
〔投票〕 

○福原臨時議長 投票漏れはありませんか。 
〔「なし」の声あり〕 

○福原臨時議長 投票漏れなしと認めます。 
 これで投票を終わります。 
 次に開票を行います。立会人は、開票の立会をお願いいたします。 

〔開票〕 
○福原臨時議長 選挙の結果を報告いたします。 
 投票総数 13 票、これは先ほどの出席議員に符合しております。 
 そのうち、有効投票 12 票、無効投票１票です。 
 有効投票のうち、田村寛邦議員 12 票、以上のとおりです。 
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 この選挙の法定得票数は、４票です。 
 よって、田村寛邦議員が議長に当選されました。 
ここで、議場の出入り口を開きます。 

〔議場開鎖〕 
○福原臨時議長 ただいま議長に当選されました田村議員が議場におられますので、会議

規則第 33 条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

○田村議員 議長。 

○福原臨時議長 議長に当選されました田村議員から発言を求められておりますので、こ

れを許します。 

田村議員。 

○田村議長 一言ごあいさつを申し上げます。 

ただいま町議会議長選挙におきまして、議員各位の心温まるご診断を賜りまして、心か

ら厚くお礼を申し上げたいと思います。皆様ご承知のとおり、もとより私は浅学非才、田

舎育ちでございます。そんな中で、皆さん方に大変ご迷惑をかけるであろうというふうに

思いますけれども、与えられた職務、身を呈しまして、粉骨砕身、一生懸命頑張って参り

たいというふうに思ってございますので、皆様方には今後一層のご指導、ご鞭撻を賜りま

すよう心からお願いを申し上げる次第であります。 

また、町長をはじめとする理事者、また、教育委員長をはじめとする教育委員会、管理

者の皆様方には、私、議会だけでは町民に対する幸福を寄与することはできないであろう

というふうに思っている一人でございます。そんな中で、町民に対しそれぞれが暖かい日

には日陰を有し、また、冬の寒い日にはひなたを譲るという精神をもって、共にお互いに

切磋琢磨しながら町民本位のまちづくりに努めてまいりたいというふうに思いますので、

よろしくご協力のほどお願いしたいと思います。 

 大変雑駁でございますけれども、以上をもって就任のあいさつにかえさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○福原臨時議長 これで臨時議長の職務は、全部終了いたしました。 

 ご協力ありがとうございました。田村議長、議長席にお着きください。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 

午前１０時２８分 休憩 

午前１０時３０分 再開 
 

〔田村議長 着席〕 
 
○田村議長 休憩を解き、会議を開きます。 

これより、議長の追加議事日程表「第１号の追加１」により会議を進めます。 
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     ◎日程第１ 会期の決定 
○田村議長 日程第１、会期の決定を議題といたします。 
お諮りをいたします。 
本臨時会の会期は、本日１日間に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〕 
○田村議長 異議なしと認めます。 
よって、会期は本日１日間と決定をいたしました。 

 
     ◎日程第２ 選挙第２号 
○田村議長 日程第２、選挙第２号 副議長選挙を行います。 
 選挙は、投票で行います。 

 議場の出入り口を閉めます。 

〔議場閉鎖〕 
○田村議長 ただいまの出席議員は、13 名です。 

 次に、立会人を指名いたします。 

 会議規則第 32 条第２項の規定によって、立会人に森秀幸議員、杉江博議員を指名いた

します。 

 投票用紙を配ります。 

〔投票用紙配布〕 

○田村議長 投票用紙の配布漏れはありませんか。 
〔「なし」の声あり〕 

○田村議長 配布漏れなしと認めます。 
 投票箱を点検いたします。 

〔投票箱点検〕 
○田村議長 異常なしと認めます。 
 ただいまから投票を行います。 
 念のため申し上げます。 
投票は単記無記名です。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、仮議席番号１番議員か

ら順番に投票願います。 
〔投票〕 

○田村議長 投票漏れはありませんか。 
〔「なし」の声あり〕 

○田村議長 投票漏れなしと認めます。 
 これで投票を終わります。 
 次に、開票を行います。 
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 立会人は、開票の立会をお願いいたします。 
〔開票〕 

○田村議長 選挙の結果を報告いたします。 
 投票総数 13 票、これは先ほどの出席議員に符号しております。 

そのうち、有効投票 13 票、無効投票ゼロ票です。 
有効投票のうち、野村俊博議員 12 票、阿部優議員１票、以上のとおりです。 
この選挙の法定得票数は、４票です。 

よって、野村俊博議員が副議長に当選されました。 

ここで議場の出入り口を開きます。 

〔議場開鎖〕 
○田村議長 ただいま副議長に当選されました野村俊博議員が議場におられますので、会

議規則第 33 条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 
○野村議員 議長。 
○田村議長 副議長に当選されました野村俊博議員から発言を求められておりますので、

これを許します。 

野村俊博議員。 
○野村副議長 ただいまの選挙におきまして、副議長という大変大きな責務をいただきま

した。本当に感激一杯でございまして、これから職務に対して若干心しているところでご

ざいます。議会運営のスムーズな進行のため、議長職の補佐として精一杯頑張るつもりで

ございます。また議員各位、また町長はじめ役職の皆さんにはいろんな意味でご指導、ご

協力をいただいてと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 また、浦幌町議会が町民と一体となった素晴らしい議会になることを、一生懸命動きた

いと思います。それもあわせてよろしく協力を願いたいと思っております。 
 簡単ではございますけれども、副議長就任承諾のあいさつにさせていただきます。どう

ぞよろしくお願いします。 
○田村議長 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〕 
○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４３分 休憩 
午後１２時５８分 再開 

 
○田村議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 
     ◎日程第３ 議席の指定 
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○田村議長 日程第３、議席の指定を行います。 
 議席は、会議規則第４条第１項の規定により、議長において指名いたします。議席番号

と氏名を事務局長に朗読させます。 
事務局長。 

○泉議会事務局長 朗読をいたします。 
 議席番号１番、関井雅明議員、２番、差間正樹議員、３番、安藤忠司議員、４番、中尾

光昭議員、５番、二瓶隆議員、６番、福原仁子議員、７番、森秀幸議員、８番、杉江博議

員、９番、河内富喜議員、10 番、阿部優議員、11 番、髙橋利一議員、12 番、野村俊博議

員、13 番、田村寛邦議員、以上でございます。 
○田村議長 ただいま、事務局長が朗読したとおり議席を指定いたします。 
議席が決まりましたので、ただいま指定した議席にお着き願います。 

 
     ◎日程第４ 常任委員の選任 
○田村議長 日程第４、常任委員の選任を行います。 
常任委員の選任につきましては、委員会条例第５条第１項の規定により、議長において

指名をいたします。 
初めに、総務文教厚生常任委員には、２番、差間正樹議員、４番、中尾光昭議員、６番、

福原仁子議員、９番、河内富喜議員、10 番、阿部優議員、12 番、野村俊博議員、13 番、

田村寛邦の７名です。 
次に、産業建設常任委員には、１番、関井雅明議員、３番、安藤忠司議員、５番、二瓶

隆議員、７番、森秀幸議員、８番、杉江博議員、11 番、高橋利一議員の６名でございます。 
 以上のとおり指名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〕 
○田村議長 異議なしと認めます。 
よって、ただいま指名した方々を、各常任委員に選任することに決定をいたしました。 
ここで、議事の都合により暫時休憩をいたします。 

 
午後 １時０２分 休憩 
午後 １時１３分 再開 

 
○田村議長 休憩を解き、会議を開きます。 

申し上げます。私は総務文教厚生常任委員となりましたが、議長の職責上常任委員を辞

任いたしたいと思い、辞任を申し出るものです。 
 なお、この場合、私は除席の対象になりますので、議長を副議長と交代し退席をいたし

ます。副議長、お願いいたします。 
暫時休憩いたします。 
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午後 １時１３分 休憩 
午後 １時１３分 再開 

 
○野村副議長 休憩を解き、会議を開きます。 

ただいま配布のとおり、議長の常任委員辞任の申し出がありました。 
お諮りをいたします。 
これを日程に追加し、追加日程第１としてただちに議題と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、議長の常任委員辞任の件を追加し、追加日程第１としてただちに議題とするこ

とに決定をいたしました。 
 
     ◎追加日程第１ 議長の常任委員辞任 
○野村副議長 追加日程第１、議長の常任委員辞任を議題といたします。 

総務文教厚生常任委員に選任されました議長から、議長は、その職務上、どの委員会に

おいても出席する権限を有しているほか、可否同数の際における裁決権など議長固有の権

限を考慮するとき、１個の委員会に委員として所属することは適当でないし、また、行政

実例でも議長については辞任を認めているところでもありますので、総務文教厚生常任委

員を辞任したいとするものです。 
お諮りをいたします。 
本件は申し出のとおり辞任を許可することに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」との声あり〕 
○野村副議長 異議なしと認めます。 

よって、議長の常任委員辞任を許可することに決定をいたしました。 
ここで、議長を交代いたします。 
暫時休憩いたします。 

 
午後 １時１７分 休憩 
午後 １時１８分 再開 

 
 
○田村議長 休憩を解き、会議を開きます。 
先ほど常任委員が選任されましたので、各常任委員会においては、ただちに正副委員長

の互選を行っていただきたいと思います。 
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場所は、委員会室といたします。 
これをもって通知済といたします。 
ここで暫時休憩をいたします。 

 
午後 １時１８分 休憩 
午後 ２時４４分 再開 

 
○田村議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 
     ◎諸般の報告 
○田村議長 諸般の報告をいたします。 
各常任委員会より、正副委員長の互選結果が議長に届いておりますので報告をいたしま

す。 
 総務文教厚生常任委員会委員長には中尾光昭委員、副委員長には福原仁子委員、産業建

設常任委員には森秀幸委員、副委員長には二瓶隆委員がそれぞれ選任されました。 
 以上で諸般の報告を終わります。 
 
     ◎日程第５ 議会運営委員の選任 
○田村議長 日程第５、議会運営委員の選任を行います。 

議会運営委員の選任につきましては、委員会条例第５条第１項の規定により、議長にお

いて指名いたします。 
議会運営委員には、３番、安藤忠司議員、４番、中尾光昭議員、７番、森秀幸議員、８

番、杉江博議員、11 番、髙橋利一議員の５名。 
以上のとおり指名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〕 
○田村議長 異議なしと認めます。 
よって、ただいま指名した方々を議会運営委員に選任することに決定をいたしました。 

 
     ◎日程第６ 浦幌町議会広報編集特別委員会の設置及び委員の選任 
○田村議長 日程第６、浦幌町議会広報編集特別委員会の設置及び委員の選任を行います。 

お諮りをいたします。 
お手元に配布のとおり、目的・定数・期間・閉会中の継続調査などを定めた浦幌町議会

広報編集特別委員会を設置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〕 

○田村議長 異議なしと認めます。 
 よって、浦幌町議会広報編集特別委員会を設置することに決定をいたしました。 
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ただいま設置されました浦幌町議会広報編集特別委員会委員の選任については、委員会

条例第５条第１項の規定により、議長において指名をいたします。 
委員には、２番、差間正樹議員、４番、中尾光昭議員、６番、福原仁子議員、９番、河

内富喜議員、10 番、阿部優議員、12 番、野村俊博議員の６名。 
以上のとおり指名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〕 
○田村議長 異議なしと認めます。 
よって、ただいま指名した方々を議会広報編集特別委員会委員に選任することに決定を 

いたしました。 
 ここで、議会運営委員会並びに浦幌町議会広報編集特別委員会におきましては、それぞ

れ正副委員長の互選を行っていただきたいと思います。 
場所は、委員会室といたします。 
これをもって通知済といたします。 
ここで暫時休憩いたします。 

 
午後 ２時４９分 休憩 
午後 ３時２７分 再開 

 
○田村議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 
     ◎諸般の報告 
○田村議長 諸般の報告をいたします。 
議会運営委員会並びに議会広報編集特別委員会より、正副委員長の互選の結果が議長に

届いておりますので報告をいたします。 
議会運営委員会委員長には杉江博委員、副委員長には髙橋利一委員、議会広報編集特別

委員会委員長には中尾光昭委員、副委員長には福原仁子委員がそれぞれ選任されました。 
以上で諸般の報告を終わります。 

 
     ◎日程第７ 選挙第３号 
○田村議長 日程第７、選挙第３号 東十勝消防事務組合議会議員の選挙を行います。 
 お諮りをいたします。 
選挙の方法につきましては、地方自治法第 118 条第２項の規定により、指名推薦にした

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〕 

○田村議長 異議なしと認めます。 
よって、選挙の方法は指名推薦とすることに決定をいたしました。 
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指名の方法は、議長において指名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〕 

○田村議長 異議なしと認めます。 
よって、指名の方法は議長において指名することに決定をいたしました。 
東十勝消防事務組合議会議員には、１番、関井雅明議員、５番、二瓶隆議員、13 番、田

村寛邦を指名いたします。 
お諮りをいたします。 
ただいま指名した方々を、東十勝消防事務組合議会議員の当選人とすることに、ご異議

ありませんか。 
〔「異議なし」の声あり〕 

○田村議長 異議なしと認めます。 
よって、ただいま指名した方々が、東十勝消防事務組合議会議員に当選されました。 
当選された方々が議場におられますので、本席から会議規則第 33 条第２項の規定によ

り告知をいたします。 
 

◎日程第８ 選挙第４号 
○田村議長 日程第８、選挙第４号 十勝圏複合事務組合議会議員の選挙を行います。 
 お諮りをいたします。 
選挙の方法につきましては、地方自治法第 118 条第２項の規定により、指名推薦にした

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〕 

○田村議長 異議なしと認めます。 
よって、選挙の方法は指名推薦とすることに決定をいたしました。 
指名の方法は、議長において指名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〕 
○田村議長 異議なしと認めます。 
よって、指名の方法は、議長において指名することに決定をいたしました。 
十勝圏複合事務組合議会議員には田村寛邦を指名いたします。 
お諮りをいたします。 
ただいま指名した田村寛邦を当選人とすることに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
○田村議長 異議なしと認めます。 
よって、ただいま指名した田村寛邦が十勝圏複合事務組合議会議員に当選をしました。 

 
     ◎日程第９ 選挙第５号 
○田村議長 日程第９、選挙第５号 十勝環境複合事務組合議会議員の選挙を行います。 
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お諮りをいたします。 
選挙の方法につきましては、地方自治法第 118 条第２項の規定により、指名推薦にした

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〕 

○田村議長 異議なしと認めます。 
よって、選挙の方法は指名推薦とすることに決定をいたしました。 
指名の方法は、議長において指名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〕 
○田村議長 異議なしと認めます。 
 よって、指名の方法は議長において指名することに決定をいたしました。 
十勝環境複合事務組合議会議員には田村寛邦を指名いたします。 
お諮りをいたします。 
ただいま指名した田村寛邦を当選人とすることに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
○田村議長 異議なしと認めます。 
よって、ただいま指名した田村寛邦が十勝環境複合事務組合議会議員に当選をしました。 

 
     ◎日程第１０ 承認第１号 
○田村議長 日程第 10、承認第 1 号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 
 説明を求めます。 
総務課長。 

○上村総務課長 承認第 1 号 専決処分の承認を求めることについて。 
 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第１項の規定により、平成 22 年度浦幌

町一般会計補正予算について、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定によ

りこれを報告し、承認を求める。 
 平成 23 年５月９日提出、浦幌町長。 
 次のページをお開きください。専決処分書。 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第 1 項の規定により、次のとおり専決処

分する。 
平成 23 年３月 16 日、浦幌町長。 
記、平成 22 年度浦幌町一般会計補正予算。 
平成 22 年度浦幌町一般会計補正予算。 
平成 22 年度浦幌町の一般会計補正予算（第 10 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 300 万円を追加し、歳入歳出の総額を 
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歳入歳出それぞれ 66 億 1,566 万 2,000 円とする。 
 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 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の総括についても省

略させていただきます。 
 次のページをお開きください。２、歳入、６款１項１目地方消費税交付金 300 万円を追

加し 5,800 万円、1 節地方消費税交付金 300 万円の追加。 
 ３、歳出、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費 300 万円を追加し２億 8,219
万 5,000 円、10 節交際費 300 万円の追加でございます。 
 今回の専決処分につきましては、平成 23 年３月 11 日に発生いたしました東北地方太平

洋沖地震による津波被害を受けました大津漁業協同組合に、見舞金として３月 17 日に支

出させていただいた費用でございます。 
 以上、説明を終らさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
○田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 
 ２番、差間議員。 
○差間議員 申し訳ありません、慣れていないので。 
 ただいまの専決処分ということでご説明いただいたのですけれども、もう一度、接待交

交際費ということで、これは漁協に 300 万を出したということでよろしいのでしょうか。 
○田村議長 答弁願います。 
 総務課長。 
○上村総務課長 節では 10 節交際費となっておりますが、見舞金、義援金等につきまし

てはうちの財務規則の中では交際費が適当であるという中で、交際費の節で支出をさせて

いただきました。支出先については大津漁業協同組合でございます。 
 以上でございます。 
○田村議長 ２番、差間議員。 
○差間議員 私自身も大津漁協に属しているので、本当にこのたび皆さんの決定には大変

感謝しております。今後とも漁業を中心に私たちも頑張って参りたいと思いますので、皆

さんのご協力、今後ともひとつよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 
○田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○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〕 
○田村議長 討論なしと認めます。 
これより、承認第１号を採決いたします。 
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本案を承認することに、賛成の方は挙手願います。 
〔賛成者挙手〕 

○田村議長 挙手多数であります。 
よって、承認第１号は承認することに決定をいたしました。 

 
     ◎日程第１１ 承認第２号 
○田村議長 日程第 11、承認第２号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 
 説明を求めます。 
 教育次長。 
○亀山教育次長 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて。 
 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第１項の規定により、訴えの提起につい

て、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求

める。 
 平成 23 年５月９日提出、浦幌町長。 
 次のページをごらん願います。専決処分書。 
 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第１項の規定により、次のとおり専決処

分する。 
 平成 23 年３月 23 日、浦幌町長。 
 記、１、相手方、記載のとおりです。 
 ２、事件名、学校給食費請求事件。 
 ３、事件の内容及び請求の趣旨。 
 浦幌町は、浦幌小学校及び浦幌中学校に通学させた相手方の子３人に対し給食を提供し

た。学校給食は、浦幌町立学校給食センター設置及び管理条例第５条第２項及び学校給食

法第 11 条第２項の規定により保護者の負担とするとされている。 
 相手方が未払いとなっている平成 12年６月から平成 15年２月までの給食費 12万 8,598
円、この未払い給食費 12 万 8,598 円に対する支払督促送達の日の翌日から完済まで年５

分の割合による遅延損害金及び申立手続費用 2,930 円を請求するものである。 
 ４、事件に関する取扱い。 
 訴訟の進行に応じて、必要があるときは適当と認める条件で和解することができる。 
 このたびの訴えの提起にかかる専決処分につきましては、相手方の子ども３人の学校給

食費の滞納繰越分 12 万 8,598 円についてそれぞれ督促状を発送後、再三にわたり催告を

してきましたが、いまだに完納されていない状況でございました。相手方がこれまでの再

三の催告にも誠意を見せない経過を踏まえて、今後納期相談の機会を設けて分割納付の約

束を交わしたとしても履行されないことが予想され、ただ時間が過ぎ、解決には至らない

ものと判断し、また、学校給食費の滞納繰越分の整理に対して誠意が感じられないことか
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ら、学校給食費の滞納整理に着手することとなりました。 
 私債権である学校給食費の滞納整理の方法として、民事訴訟法第 382 条から第 396 条に

規定されている支払督促を行うこととしました。平成 23 年２月 21 日、帯広簡易裁判所へ

支払督促の申し立てを行いました。その内容は、事件の内容及び請求の趣旨に記載のとお

り相手方が未払いとなっている平成 12年 6月から平成 15年２月までの給食費 12万 8,598
円、この未払い給食費 12 万 8,598 円に対する支払督促送達の日の翌日から、完済まで年

５分の割合による遅延損害金及び申立手続費用 2,930 円を請求するものでございます。 
相手方から、平成 23 年３月 11 日に帯広簡易裁判所へ、口頭により一括弁済が困難であ

る旨を内容として異議申立があり、通常裁判に移行することになりました。帯広簡易裁判

所から、平成 23 年３月 17 日付で第１回口頭弁論の期日が平成 23 年４月 15 日と指定され

ました。本町としては、訴えの提起にかかる議案を議決していただくための町議会を開く

時間的余裕がないことから、平成 23年３月 23日付で専決処分を行ったものでございます。 
この事件に関する取り扱いは、訴訟の進行に応じて、必要があるときは適当と認める条

件で和解することができるといたしましたのは、少額の民事裁判において裁判所は、双方

に和解を進めて、１回で結審する方向にもっていくことが多いとされていることからでご

ざいます。 
以上をもちまして、承認第２号 専決処分の承認を求めることについての説明とさせて

いただきます。 
引き続き、去る平成 23 年４月 15 日に帯広簡易裁判所平成 23 年（ハ）第 156 号事件の

第１回口頭弁論が開かれ、和解が成立し結審しておりますのでここでその内容について報

告させていただきます。相手方から帯広簡易裁判所へ平成 23 年４月３日付で、生活が苦

しいので毎月 5,000 円ずつの返済しかできない旨の答弁書の提出がありました。帯広簡易

裁判所平成 23 年（ハ）第 156 号事件の第１回口頭弁論は、平成 23 年４月 15 日金曜日午

前 11 時 30 分に開廷し、午後０時５分に閉廷しました。裁判では初めに、裁判官が相手方

に学校給食費の債務が存在することを確認させた上で申立人（相手方）の主張を聞き、現

在の相手方の仕事が減っている状況や家族が多いことにより、判決を出し強制執行しても

学校給食費の納入は見込めないことから、双方和解の方向で裁判が進められました。和解

の話し合いでは、相手方は仕事が非常に少なくなって勤務できる日数が減っていること、

妻の仕事が４月中しかなく以後失業すること、息子夫婦が無職で家にいること、札幌から

帰ってきている無職の息子のアパート代を支払わなければならないことを理由として、毎

月 5,000 円の支払いしかできないとかたくなに主張しました。本町としてはこのまま学校

給食費の債務を少額による納付で、長期間にわたることは相手方の生活の立て直しに障害

になること、無職で家にいる子どもたちに就業先を選ばないで自活した生活を送るよう、

親として自立を促すことが必要であると主張しました。本町は毎月の支払額の増額を要求

しましたが、相手方は生活が苦しいので毎月 5,000 円の支払いが限度であると主張し続け

ます。裁判官からも増額して支払うよう相手方に伝えましたが、増額することはできない
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と主張を譲りませんでした。 
その結果、和解条項としては次の７点が確認されました。 
１点目、被告は原告に対し、本件学校給食費債務として次の金員の合計 13 万 1,528 円

の支払い義務があることを認める。学校給食費 12 万 8,598 円、支払督促申立費用 2,930
円。 
２点目、被告は原告に対し、前項の金員を次のとおり分割して毎月 15 日限り、帯広信

用金庫浦幌支店の浦幌町会計管理者名義の普通預金口座に振り込む方法により支払う。平

成 23 年 5 月から平成 25 年６月まで毎月 5,000 円ずつ、平成 25 年７月 1,528 円。 
３点目、被告は前項の分割金の支払いを１回でも怠ったときは、当然に期限の利益を失

い、被告は原告に対し、第１項の金員から既払い金を控除した残金及び同項１の残額に対

する期限の利益を失った日の翌日から支払済みまで年５％の割合による遅延損害金を支払

う。 
４点目、被告は原告に対し、第２項の分割金を増額して支払う余裕のあるときは、任意

の金額を第２項の分割金に加えて支払うこと確約する。 
５点目、原告はその余の請求を放棄する。 
６点目、原告と被告は、本和解条項に定めるほか、本件に関しほかになんらの債権債務

がないことを相互に確認する。 
７点目、訴訟費用は各自の負担とする。 
今後は、相手方が毎月 15 日までに銀行振り込みにより納付していただくことになりま

すので、その納付確認を行ってまいります。もし相手方が１回でも納付を怠り履行されな

い場合は、強制執行の手続きを行い、給与の差し押さえによって学校給食費滞納繰越分の

納付にあててまいります。 
 以上で承認第２号 専決処分の承認を求めることについての説明を終了させていただ

きますので、ご承認を賜りますようよろしくお願いいたします。 
○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〕 
○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〕 
○田村議長 討論なしと認めます。 
これより、承認第２号を採決いたします。 
本案を承認することに、賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 
○田村議長 挙手多数であります。 
よって、承認第２号は承認することに決定をいたしました。 
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     ◎日程第１２ 承認第３号 
○田村議長 日程第 12、承認第３号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 
 説明を求めます。 
総務課長。 

○上村総務課長 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて。 
 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第１項の規定により、平成 22 年度浦幌

町一般会計補正予算について、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定によ

りこれを報告し、承認を求める。 
 平成 23 年５月９日提出、浦幌町長。 
 次のページをごらんください。専決処分書。 
 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第１項の規定により、次のとおり専決処

分する。 
 平成 23 年３月 25 日、浦幌町長。 
 記、平成 22 年度浦幌町一般会計補正予算。 

平成 22 年度浦幌町一般会計補正予算。 
平成 22 年度浦幌町の一般会計補正予算（第 11 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 9,583 万 1,000 円を追加し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ 67 億 1,149 万 3,000 円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
次のページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 
次のページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括について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。２、歳入、９款１項１目地方交付税、補正額 9,583 万 1,000

円を追加し 35 億 3,543 万 7,000 円、1 節地方交付税 9,583 万 1,000 円、特別交付税 9,583
万 1,000 円を追加でございます。当初予算が１億 8,000 万でございますが、確定のため２

億 7,583 万 1,000 円となり、その増額分について歳入で補正するものでございます。 
３、歳出、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費 100 万円を追加し２億 8,319

万 5,000 円、10 節交際費 100 万円、町長交際費でございます。この関係につきましては、

浦幌町模範牧場と姉妹提携にあります岩手県洋野町への平成 23 年３月 11 日に発生いたし

ました東北地方太平洋沖地震により津波により多大な被害を受けたので、義援金として４

月５日に 100 万円を送らさせていただいたものでございます。 
６目財政調整等基金費 9,456 万 3,000 円、計９億 2,648 万 2,000 円、25 節積立金 9,456

万 3,000 円、財政調整基金積立金でございます。特別交付税確定に伴う積立金でございま
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す。 
９款１項消防費、４目災害対策費 26 万 8,000 円を追加し 235 万円、７節賃金１万 8,000

円の追加、11 節需用費 15 万 8,000 円、食料費、12 節役務費６万 1,000 円、手数料、14
節使用料及び賃借料３万 1,000 円、災害復旧資材借上料 3 万 1,000 円の追加。この関係に

つきましては、３月 11 日発生の東北地方太平洋沖地震による大津波警報による避難に要

した費用並びに災害復旧に要した費用の不足額について追加補正をさせていただいたもの

でございます。なお、今回 26 万 8,000 円でございましたが、合計で今回災害に要した費

用につきましては 56 万 3,000 円を予定しております。 
以上で説明を終わらさせていただきます。よろしくご承認のほど、よろしくお願いしま

す。 
○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〕 
○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〕 
○田村議長 討論なしと認めます。 
これより、承認第３号を採決いたします。 
本案を承認することに、賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 
○田村議長 挙手多数であります。 
よって、承認第３号は承認することに決定をいたしました。 

 
     ◎日程第１３ 承認第４号 
○田村議長 日程第 13、承認第４号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 
 説明を求めます。 
 町民課長。 
○大山町民課長 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて。 
 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第１項の規定により、平成 22 年度浦幌

町国民健康保険事業特別会計補正予算について、別紙のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 
 平成 23 年５月９日提出、浦幌町長。 
 次のページをお開き願いたいと思います。専決処分書。 
 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第１項の規定により、次のとおり専決処

分する。 
 平成 23 年３月 25 日、浦幌町長。 
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 記、平成 22 年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算。 
 平成 22 年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算。 
 平成 22 年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第６回）は次に定めるとこ

ろによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３万 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 1,897 万 2,000 円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
次のページをお開き願いたいと思います。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。 
次のページをお願いします。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。 
次のページをお開き願います。２、歳入、６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子

及び配当金３万 8,000 円を追加し 15 万 8,000 円、１節利子及び配当金３万 8,000 円の追

加、基金利子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３万 8,000 円を追加し 2,730

万 1,000 円、25 節積立金３万 8,000 円の追加、国民健康保険事業基金積立金の追加でござ

います。今回の補正につきましては、国民健康保険事業基金積立金利子の利率につきまし

て、当初 0.2％と見込んでおりましたが、最終的には 0.27％となったことから追加補正す

るものでございます。 
以上で専決処分の説明を終わらせていただきますので、ご承認のほどよろしくお願いを

いたします。 
○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〕 
○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〕 
○田村議長 討論なしと認めます。 
これより、承認第４号を採決いたします。 
本案を承認することに、賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 
○田村議長 挙手多数であります。 
よって、承認第４号は承認することに決定をいたしました。 

 
     ◎日程第１４ 同意第２号 
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○田村議長 日程第 14、同意第２号 浦幌町監査委員の選任につき同意を求めることにつ

いてを議題といたします。 
 地方自治法第 117 条の規定により除斥を行います。 
河内富喜議員の退席を求めます。 
ここで、暫時休憩をいたします。 
 

午後 ３時５８分 休憩 
午後 ３時５８分 再開 

 
〔河内富喜議員 退場〕 

 
○田村議長 休憩を解き、会議を開きます。 

説明を求めます。 
 町長。 
○水澤町長 同意第２号 浦幌町監査委員の選任につき同意を求めることについて 
 浦幌町監査委員に次の者を選任したいから、地方自治法第 196 条第１項の規定により議

会の同意を求める。 
 平成 23 年５月９日提出、浦幌町長。 
 議会選出、河内富喜議員。 
 同意、よろしくお願い申し上げます。 
○田村議長 説明が終わりましたので、質疑・討論を省略し、これより採決をいたします。 

この採決は、起立により行います。 
本件に同意することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 
○田村議長 起立多数であります。 
よって、同意第２号はこれに同意することに決定をいたしました。 
河内議員の復席を求めます。 

〔河内富喜議員 復席〕 
 
     ◎閉会の宣告 
○田村議長 以上で、本臨時会に付議されました案件の審議は、全部終了いたしました。 
 これをもって会議を閉じます。 
 平成 23 年第２回浦幌町議会臨時会を閉会いたします。 

閉会 午後 ４時００分 
 


