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平成２４年第１回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

平成２４年３月５日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 ６時１７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 各常任委員会報告 

 日程第 ６ 行政報告（町長） 

 日程第 ７ 平成２４年度町政執行方針 

 日程第 ８ 平成２４年度教育行政執行方針 

 日程第 ９ 議案第 １号 浦幌町町民参加条例の制定について 

       （継  続） 

 日程第１０ 議案第 ５号 議会の議決すべき事件に関する条例の一部改正について 

 日程第１１ 議案第 ６号 浦幌町防災会議条例の一部改正について 

 日程第１２ 議案第 ７号 浦幌町地上デジタルテレビジョン放送再送信施設の設置及 

              び管理に関する条例の一部改正について 

 日程第１３ 議案第 ８号 浦幌町税条例の一部改正について 

 日程第１４ 議案第 ９号 浦幌町公民館の設置及び管理等に関する条例及び浦幌町教 

              育文化センターの設置及び管理等に関する条例の一部改正 

              について 

 日程第１５ 議案第１０号 浦幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成 

              に関する条例の一部改正について 

 日程第１６ 議案第１１号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

 日程第１７ 議案第１２号 浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例及び浦 

              幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関する条例の 

              一部改正について 

 日程第１８ 議案第１３号 浦幌町立学童保育所の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１９ 議案第１４号 浦幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部改正につ 

              いて 

 日程第２０ 議案第１５号 浦幌町障害福祉計画・障害者計画策定審議会設置条例の一 
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              部改正について 

 日程第２１ 議案第１６号 浦幌町介護保険条例の一部改正について 

 日程第２２ 議案第１７号 浦幌町地域包括支援センター設置条例の一部改正について 

 日程第２３ 議案第１８号 浦幌町有林野管理条例の一部改正について 

 日程第２４ 議案第１９号 浦幌町営住宅条例の一部改正について 

 日程第２５ 議案第２０号 新たに生じた土地の確認について 

 日程第２６ 議案第２１号 浦幌町の字の区域の変更について 

 日程第２７ 議案第２２号 北海道市町村総合事務組合規約の一部変更について 

 日程第２８ 議案第２３号 平成２３年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第２９ 議案第２４号 平成２３年度浦幌町町有林野特別会計補正予算 

 日程第３０ 議案第２５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３１ 議案第２６号 平成２３年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第３２ 議案第２７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３３ 議案第２８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３４ 議案第２９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３５ 議案第３０号 平成２３年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 

〇出席議員（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 

    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 
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          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   松  田  泰  一 

          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 
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開会 午前１０時００分 

    ◎開会の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は13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24年第１回浦幌町議会

定例会を開会いたします。 

 

    ◎開議の宣告 

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。 

 平成24年第１回浦幌町議会定例会の運営について２月27日午前、議会運営委員会を開催

いたしましたので、報告いたします。 

 委員会には正副議長と委員全員出席のもと、理事者の出席を求め、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、報告をいたします。 

 本定例会には、平成24年度町政執行方針、教育行政執行方針、条例審査特別委員会報告

及び一般議案18件、平成23年度補正予算案８件、平成24年度予算案９件、議長提出所管事

務調査等であります。一般質問は９日を予定しておりますので、通告は６日午前12時まで

にお願いをいたします。また、本定例会中の12日には初めての試みとしてナイター議会を

実施することといたしましたので、理事者、職員の皆様にもご理解とご協力をお願いする

次第でございます。以上の内容を踏まえ、会期は本日３月５日より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、常任委員会報告、行政報告、平成24年度町政執行

方針、同教育行政執行方針に続き、議案第１号、条例審査特別委員会報告、続いて一般議

案第５号から22号まで18件、平成23年度補正予算の議案第23号から第30号まで８件の審査

を予定しておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 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してお

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。議員各位のご賛同を賜りま

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 
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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、４番、中尾光昭議員、５番、

二瓶隆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。 

 本定例会の会期は、本日から３月15日までの11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） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から３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 報告をいたします。 

 今期議会の説明員につきましては、平成24年２月24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24年１月20日から平成24年３月４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11月分から平成24年１月分の現金出納検査報告に

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。 

 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 各常任委員会報告 

〇田村議長 日程第５、各常任委員会報告を許します。 

 最初に、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会報告を申し上げます。 

 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

定により報告をいたします。 

 調査事件につきましては、高齢者福祉の現状、①番、在宅福祉サービスの実態、②番、

介護予防対策の実態について調査をいたしました。 

 調査実施期日は、平成24年２月７日であります。 

 調査の経過と結果であります。内容につきましては、要旨のみご報告を申し上げます。

浦幌町でも少子高齢化が進み、高齢者の皆さんに対する対策は重要な課題であるとの認識

から、調査を実施いたしました。当日は、介護予防事業の通所型介護予防、いきいき元気

教室の視察から行い、12名の皆さんが笑顔で楽しそうに参加されている姿が印象に残りま
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した。町も多くの事業やサービスを含めて行っており、制度的には充実した事業となって

いるが、その制度をしっかりと活用した高齢化対策について町だけで完璧にできるもので

はなく、今後も民生委員やボランティアの皆さんとの連携が必要と感じました。今後も進

む高齢化に対し、町として元気に楽しく生活していけるよう、一人一人に合った支援を望

むものであります。 

 最後に、所見といたしまして、国の制度が刻々と変わっていく中で町の福祉制度を構築

していくことは大変難しいものがあると認識するが、浦幌町にふさわしい心の通った福祉

を行っていただきたい。高齢者一人一人の状況の違いを把握し、それぞれに合った支援が

必要である。また、孤立することがないように、民生委員を初め、行政区、ボランティア

の方との連携も不可欠であり、町全体での支援体制の構築が必要であるとの所見を付しま

した。 

 以上、総務文教厚生常任委員会の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 産業建設常任委員会報告をいたします。 

 本委員会に付託されました調査事件についての調査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、模範牧場の管理状況について。 

 調査実施期日、平成24年１月30日。 

 調査の経過と結果につきましては、要旨のみ報告させていただきます。本委員会は、模

範牧場施設の現状と今後の整備計画について現地調査を行い、引き続き委員会室において

指定管理者制度導入後の実績数値及び今後の施設整備計画について説明を受け、調査をい

たしました。模範牧場は、共同利用模範牧場設置事業を受け、昭和52年から供給開始され、

町が経営管理してきたところでありますが、模範牧場の体制を継続していくには機能的な

牧場経営のあり方など民営の考えを生かしながら畜産振興を図っていく観点から、平成

23年１月１日より指定管理者制度に移行しております。 

 ①、指定管理者制度導入後の実績数値について、平成23年１月から12月までの実績数値

ですが、牧場使用料の夏期入牧料は町内、町外合計頭数11万8,814頭で、金額が2,910万

6,859円、対前年比では4,161頭の減、85万9,521円の減であります。冬期舎飼い料について

は、合計頭数が12万6,338頭、7,066万9,327円、対前年比では6,416頭の減、365万5,024円

の減となっています。哺育育成料は、合計頭数が３万7,159頭、952万9,317円、対前年比で

２万9,807頭の減、907万5,465円の減でした。夏期入牧料、冬期舎飼い料及び哺育育成料合

計では、町内、町外頭数合計で28万2,311頭、１億930万5,503円、対前年比では４万384頭

の減、1,359万10円の減となっております。捕縛料の状況ですが、人工授精捕縛料について

は498頭、99万6,000円、対前年比では79頭の減、15万8,000円の減となっています。受精卵

移植捕縛料は、平成23年１月からの実施で90頭、45万円でした。入退牧捕縛料は、897頭、

89万7,000円、対前年比では169頭の減、16万9,000円の減となっています。捕縛料合計では、
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1,485頭、234万3,000円、対前年比では158頭の減、12万3,000円の増でした。 

 指定管理者から提出された指定申請書収支計画では、町内預託を優先する計画で４月か

ら３月までの年度単位になっていますが、１月から12月までを置きかえると、夏期預託頭

数は町内頭数12万3,750頭、2,994万7,500円、冬期預託頭数は町内頭数11万頭で6,127万円、

哺育預託頭数では町内頭数７万3,000頭、1,686万3,000円で、指定管理者の23年度の収支決

算では、捕縛料を除き、利用料合計１億808万500円となっております。預託料金では、夏

期預託料の町内が242円で町外が263円、冬期預託料では町内が557円で町外が578円であり

ます。哺育育成預託料につきましては、町内が231円、町外は315円となっていますが、経

費換算では１頭当たり450円の経費を要する状況であるとの報告がありました。牧場団地数

は３団地、十勝太、静内、昆布刈石で、草地は採草地、放牧地を含め361.85ヘクタールと

なっております。指定管理者制度導入後１年が経過しましたが、牧場使用料は、平成23年

１月から新規に実施している受精卵移植捕縛料を除いては町外で哺育施設の開業もあるこ

とから、全般的に頭数、使用料とも前年より減少している状況でありました。 

 所見といたしましては、１つ目として、本施設は町が指定管理者制度を導入している施

設の中で使用料収入で管理運営を行っている施設である。今後も現状の継続を望むもので

す。２つ目としまして、本町の基幹産業の酪農は、後継者不足を含め年々農家戸数が減少

している状況である。減少に伴い、１戸当たりの飼養頭数がふえ、労働不足の解消を図る

ための模範牧場は今後も酪農家を支えていく機関として重要視するものであり、農業経営

の安定化を支援することである。また、利用者とのモニタリング制度を活用するなど、継

続的な信頼関係を構築することを要望します。３つ目としまして、指定管理者の自主事業

については、安定経営を第一とし、本趣旨に影響が及ばないよう、町のチェック機能が十

分発揮されることを望むものです。 

 ②、今後の施設整備計画について、第３期まちづくり計画策定時に示された計画では、

平成23年度に畜舎を事業費5,000万円、24年度には哺育舎を2,000万円、25年度には待機舎

を600万円、26年度にはバンカーサイロを1,500万円で事業費合計9,100万円で整備するとし

ていました。しかし、財源の手当てなど内容を精査した結果、今後の整備計画及び事業概

要が変更され、24年度にバンカーサイロ331平方メートルを４基、事業費3,100万円、25年

度には畜舎1,658平方メートル１棟を事業費9,600万円、26年度には哺育舎397平方メートル

１棟を事業費5,200万円で整備し、待機舎については既存施設で対応するため、建設中止と

し、事業費合計１億7,900万円で整備するとした新たな計画が示されました。模範牧場施設

整備計画においては、老朽施設の整備とあわせて分散施設の集約化を図る観点から、第３

期まちづくり計画策定時に十勝太団地に哺育育成から若齢牛まで、また昆布刈石団地に育

成牛を集約し、効率的な管理体制が示されております。しかし、今後の施設整備計画にお

ける建設事業費は、当初計画から比較すると大きな差が生じている状況にあります。 

 所見といたしましては、第３期まちづくり計画策定時には事業詳細が固定されておらず、

民間の同等規模の事業費の積算であったが、事業内容精査後の計画では当初事業費に比べ
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大きな乖離がある。施設の老朽化、集約化については理解しているが、改修等を含め今後

更新整備する施設の選定と事業費のさらなる圧縮について、町の負担が軽減されるよう再

度精査されることを望むものです。 

 以上、産業建設常任委員会所管事務報告といたします。 

〇田村議長 これで各常任委員会報告を終わります。 

 

    ◎日程第６ 行政報告 

〇田村議長 日程第６、行政報告を許します。 

 町長。 

〇水澤町長 行政報告を行います。 

 平成24年１月20日から平成24年３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、直別地区地上デジタルテレビ放送共聴施

設整備事業ほか１件であります。 

 ３の委託業務入札結果につきましては、旧オベトン川支障物件除去委託業務ほか１件で

あります。 

 その他についてはございません。 

 以上で行政報告とさせていただきます。 

〇田村議長 これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第７ 平成２４年度町政執行方針 

〇田村議長 日程第７、平成24年度町政執行方針の説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 町政執行方針を行います。 

 平成24年町議会第１回定例会の開会にあたり、町政執行方針を申し上げます。 

 早いもので、平成19年より、町長としての重責を担わせていただいてから間もなく５年

が経過しようとしております。 

 この間、安心して暮らせるまちづくりに向けて、町民の皆様のご理解をいただきながら、

一歩一歩着実に進めることが私の使命であるという決意を持って様々な取り組みを進めて

まいりました。 

 国政は、ねじれ国会において安定せず、平成24年度予算も年度内成立が難しい状況にあ

り、暫定予算編成も視野に入るなど、混沌たる状況にありますが、私は、直面する課題に

向かって柔軟かつ機敏に対応し、財政健全化を伴った本町の行政基盤をより強固なものに

していくため、職員とともに力の限り町政執行に取り組んでまいる所存でございます。 

 平成24年町議会第１回定例会に予算をはじめ諸重要案件を上程し、ご審議を賜るにあた

り、町政執行に対する私の基本的な考え方と所信を申し上げ、議会議員の皆様並びに町民
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の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げたいと存じます。 

 町政運営につきましては、行政計画の最上位にある「第３期まちづくり計画」に基づき、

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、引き続き

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点を重点プロジェクトとして進めてまいります。

また、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、更に行政の効率的運営を進め、財政基盤の強化を図るため、昨年策定

しました「行財政改革プラン2011」に基づき、厳しい時代に対応できる行財政運営に取り

組んでまいります。 

 平成24年度予算は、厳しい状況が引き続く経済情勢、雇用情勢などにより税収の増額は

見込めず、歳入の大半を占める地方交付税については、中期財政フレームに則り前年同程

度の予算計上といたしましたが、東日本大震災の復興財源とするための国家公務員給与削

減が地方自治体への波及についても与野党協議されるなどの不確定要素があります。 

 このような状況の中、引き続き「財政の健全化」に努めつつ、町民の皆様の安全・安心

な生活を確保し、夢と希望のもてるまちづくりを進めるため、限られた財源の中で効果的、

効率的な行財政運営を行うための予算編成を行ったところであります。 

 一般会計予算は55億6,950万円であり、前年度当初予算比４億3,600万円8.5％の増、前年

度は骨格予算でありましたため６月補正後予算費3.4％増で、８特別会計を合わせた総額は

83億8,875万8,000円であり、前年度当初予算比４億8,825万６千円6.2％増、前年度６月補

正後予算費では2.9％増となっております。 

 本定例会に予算案を上程しており、予算審議の中で個々具体的な内容につきましては担

当課長等から説明させますが、主要な施策について申し上げたいと存じます。 

 １の産業の振興についてですが、農業情勢は、政府が目指しているＴＰＰ交渉への参加

につきまして、第１次産業はもとより社会全体に及ぼす影響が懸念されている中、加盟国

との参加協議は一巡しましたが、アメリカとオーストラリアの事前協議では参加支持を明

確に取り付けることはできませんでした。 

 ＴＰＰへの参加によって農業を基幹産業とする本町においては、地域全体が崩壊する事

態も想定されることから、町議会をはじめ関係機関と更に連携を強め、広く町民への啓発

活動に努めるなど、参加阻止に向けた活動を続けてまいります。また、ＴＰＰ交渉への参

加表明に合わせるように政府は、昨年10月に「我が国の食と農林漁業再生のための基本方

針・行動計画」を閣議決定し、農業の競争力・体質強化の方針を打ち出しましたが、具体

策が示されない中でどのような施策展開がなされるのか、今後の動向を注視していかなけ

ればなりません。 

 平成21年、平成22年と２年続けて天候不順による農作物被害が続き、昨年は小麦の新品

種で多収性があるとされている「きたほなみ」の本格的な作付けが始まる等、出来秋を期

待いたしましたが、小麦は期待に叶わぬ収量となり、また、９月の高温多雨の湿害により
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順調に生育していた豆類にも甚大な被害が発生いたしました。 

 こうした被害を少しでも食い止めるため、農地基盤の根幹をなす生産基盤の整備につき

ましては、引き続き中浦幌地区道営畑地帯総合整備事業、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、圃場の透排水性を向上させる対策として今年度から新たに「緊急農地排

水不良改善対策事業」を実施してまいります。 

 これらの取り組みが一助となって、今年こそ豊穣の出来秋を迎えられることを念願して

やまないところであります。 

 畜産につきましては、家畜排せつ物処理施設整備事業に対する受益者の負担軽減、乳牛

検定組合及び酪農ヘルパー事業について継続支援するとともに、良質粗飼料増産対策事業

による高位生産草地更新や飼料用とうもろこしの作付面積の拡大等による良質自給飼料の

確保や、優良肉用繁殖雌牛導入促進事業では優れた黒毛和種雌牛の導入支援をすることに

より、肉用牛の資質向上と地域の肉用牛生産基盤の強化促進を図ってまいります。 

 また近年、口蹄疫をはじめとする家畜伝染病のまん延が危惧されていることから、家畜

伝染病自営防疫推進事業に対しましても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、森林法の改定に基づく森林計画制度の見直しに伴って、全国森林

計画・地域森林計画で示された考え方や施業の方法を考慮しながら浦幌町森林整備計画を

作成し、森林の持つ様々な機能の発揮を図るため、森林整備を促進し、適切な管理を行う

ことにより持続可能な森林づくりが可能となるものと考えております。 

 本町の状況といたしましては、伐期を迎えたカラマツを主体とする人工林の素材生産は

堅調に推移し、製材品なども工場間では多少の違いがあるものの昨年から安定した需要と

供給が続いている状況にあります。昨今は木材市況も世界的な人口増加に伴い、需要増を

背景に安定していますが、為替による輸入材の動向など、情勢を的確に把握しながら安定

した供給に努めることが必要であると考えております。また、伐採が進む一方で、伐採跡

地への植栽が進まない状況が続いており、再造林に対する普及啓発活動を関係機関と連携

し推進してまいります。本町においては、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、２年連続で、本町の基幹漁業である秋さけ定置網漁につきまして

は未曾有の不漁、他の魚種につきましても総体的な魚価及び水揚げ高の低迷により、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、さまざまな悪影響を及

ぼしているヒトデについて、その駆除対策事業においても同様に継続して助成支援をして

まいります。また、北海道が実施しております厚内漁港の整備については、着実な整備促

進について、今後も政務活動の中で継続的に要請してまいります。 
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 商工業の振興施策につきましては、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係る利子補給と併せ、セーフティーネット貸付事業な

ど国の施策を活用し、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ながら

支援に努めてまいります。 

 観光の振興につきましては、森林公園、道の駅、留真温泉を核として、それぞれの施設

においては、指定管理者による創意工夫を助長し、更にサービスの向上により利用者の増

加を図ってまいります。 

 なお、留真温泉への送迎バス運行については、市街地区から運行する送迎バスについて

引き続き委託運行としますが、利用者の状況を勘案して１日２便運行体制から１日１便運

行体制に改め委託運行経費の低減を図るとともに、日曜日と木曜日の運行日を月曜日と木

曜日に変更いたします。 

 また、各地域方面からの送迎町有バスにつきましては、車両を小型化して事前予約制に

より、利用者の自宅周辺までの送迎を実施し、利便性の向上を図ってまいります。 

 昨年10月に道東自動車道の道央圏延伸により道央圏へのストロー化現象による流出が懸

念されるところでありますが、一方で十勝圏への交流人口の増大が期待されることから、

インターチェンジを持つ本町としましても、関係機関で構成する協議会などを通じてオー

ル十勝の取り組みとして今年度から十勝管内のサービスエリア・パーキングエリアを活用

した連携型情報発信を行うプロジェクトに参加する中で、本町への交流人口の拡大に向け

た取り組みを行ってまいります。 

 また、森林公園、道の駅、留真温泉を中心とした観光施設をＰＲするため広告宣伝を行

う中で、移住希望者に対するＰＲとの連携を図りながら進めてまいります。 

 雇用対策についてですが、今年度も「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、町臨時作業員の採用を始め、「移住体験住宅」の

管理運営に係る雇用の場の創出を伴う委託事業を実施し、雇用の推進を進めてまいります。 

 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。 

 子育て支援・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基に各種障がい福祉サービスを提供しており

ますが、現在、国においては現行で行われている障がい者福祉において、谷間のない福祉

を目指し、更なる充実を目的とし、障害者自立支援法に代わる障害者総合福祉法、仮称で

ありますが、を平成25年８月の施行に向け、議論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とともに、今年度で終了いたし

ます障がい福祉計画につきましては、現在「第３期障がい福祉計画」を策定すべく審議会

においてご審議いただいているところであり、引き続き相談を始めとした福祉サービスの

充実に努めてまいります。また、地域福祉計画におきましても今年度で終了することから、

今後見直しを進めてまいります。 
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 児童福祉につきましては、浦幌町第３期まちづくり計画及び次世代育成支援対策推進法

に基づき策定した浦幌町次世代育成支援後期行動計画に基づき、今後におきましても各計

画に即した事業の推進に努めてまいります。 

 子育て支援につきましては、少子化対策の一助として、引き続き保育園・幼稚園の第３

子以降の通常保育料の無料化及び同時入園にかかわらず、第２子に係る保育園・幼稚園の

通常保育料を半額とし、保護者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。 

 児童虐待等につきましては、既に設置しています「浦幌町要保護児童対策地域協議会」

において、関係機関及び団体等と密接な連携を図りながら、児童虐待のみならず各種児童

相談に適切に対応してまいります。 

 家庭の教育費負担の軽減と教育の機会均等を図るため、町内の中学校を卒業し高校等に

進学している生徒の就学に係る費用の一部補助を今年度においても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。 

 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、平成24年度から平成

26年度を１期とする第５期浦幌町老人福祉計画、介護保険事業計画に基づいた事業運営及

びサービスの提供を行ってまいりますが、年々利用者の増加傾向が予想されることから、

より一層の介護予防対策に努め、介護サービスの充実に努めてまいります。そのため、地

域包括支援センターでは、高齢者の健康と生活の様子や地域の支援の実態把握を民生委員

協議会等関係機関との連携、協力のもと全町的に実施し、速やかに対応できる体制づくり

を行いますとともに、高齢者及び地域のニーズの把握を行い、要介護状態に陥っても住み

慣れた地域で安心して暮らせる環境づくり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、子育てに必要な情報提供及び母子の健康を支えるた

めの妊婦訪問支援や新生児、乳児訪問支援、乳幼児健診を行ってまいります。また、子育

てに関係する各機関と連携を図りながら、幼児健康相談、歯科健診、フッ素塗布事業など

の母子保健事業の充実に努めてまいります。成人や高齢者の健康を守るために実施してお

ります特定健康診査や各がん検診につきましては、受診率向上を目指して、体制の整備と

内容の充実を図り、生活習慣病の発症予防や重症化の予防に努めてまいります。 

 町立診療所の運営につきましては、昼夜を問わず献身的に本町の医療業務に従事して頂

いております菅原所長が今月末日をもって退任され、４月からは新所長として榊原医師を

お迎えし、新たな体制がスタートすることになります。 

 菅原所長におかれましては、過疎地域における医師確保が難しい中にあって、本町の医

療実情をお酌み取り頂き、所長としてご快諾を賜り、３年の長きにわたり、地域医療の推

進にご協力を頂きましたことに対しまして町民を代表して、改めてお礼を申し上げるとこ

ろであります。 

 新しく着任されます榊原医師は本町出身であり、また、町民の皆様がご承知のとおり、
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以前、浦幌町立診療所を経営されており、再び本町の医療に携わって頂きますことは、町

民の皆様も大きな期待を寄せられることと思っているところであります。 

 当面５年間の約束で着任されますが、まずは町の医療環境の現状を把握していただきま

すようお願いしているところであり、その間に地域医療の核として浦幌町立診療所づくり

を町内医療法人多田医院、各種関係機関との連携のもと相互協力体制をもって、本町に必

要とされるべき医療スタイルを確立し、町民の皆様に、より安心、より信頼して頂ける診

療所づくり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、保険料が２年毎の改定となっており、今年度がそ

の改定年にあたり、引き続き制度のＰＲに努めてまいります。また、国は新しい高齢者医

療制度について高齢者医療改革会議の最終とりまとめをもとに検討を行っており、今後と

も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、国民健康保険事業の「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該当となる被保険者に対する受診の勧奨と「特定健康診査」

にあっては集団及び個別での健診の促進、「特定保健指導」にあっては動機付けの促進と積

極的な支援にあたり、健診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

療機関等で健診を受けられるよう引き続き進め、医療費の抑制と国民健康保険特別会計の

適正で健全な運営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。 

 公衆浴場については、民間の浴場の廃業により浦幌市街地区の家庭内に風呂が無い世帯

に対する代替施設として平成３年度に建設し運営を行い、平成19年度からは指定管理者制

度による委託を行ってきましたが、平成24年度で委託期間が終了することから建物設備等

の経年経過、利用者の推移状況を踏まえ、今後の方向性を決定してまいります。 

 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

町民一人一人の学びの実現に努めてまいります。 

 学校教育については、子供たちが、心身ともに健やかに成長し、将来の夢に向かって力

強く歩んでいくことができるよう、魅力ある学校づくりを進め、「生きる力」の育成を目指

してまいります。そのために、「浦幌町教育の日」の取り組みを通じて、「早寝・早起き・

朝ごはん（あいさつ・ノーテレビデー）運動」や「読書運動」等を展開し、家庭、学校、

地域及び関係機関等が一体となって地域総ぐるみの教育を推進いたします。 

 社会教育については、地域コミュニティの拠点施設である公民館は地域づくりの核とな

ることが求められており、公民館講座や生涯学習公開講座を開設するなどの活動を積極的

に展開し、家庭教育、少年教育、成人（青年）教育、高齢者教育など、生涯学習の推進や

スポーツの振興に努めてまいります。また、社会体育施設については、指定管理者との連

携を深め、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うとともに、町民協
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働のまちづくりを目指して、今後とも社会体育関係団体の皆様のご理解、ご協力をいただ

きながら、円滑な運営に努めてまいります。 

 環境対策についてですが、昨年３月に発生した東日本大震災の地震・津波による原子力

発電所事故により、国のエネルギー政策が大きく転換されることが予想される中、安全・

安心な新エネルギーに対する国民の関心が高くなっており、また、地球温暖化問題など世

界的規模での環境に対する意識の高まりがみられる中、本町での新エネルギーの導入状況

につきましては、昨年再開した留真温泉に木質チップボイラー導入を実施したほか、浦幌

中学校や移住体験住宅への太陽光発電システム、浦幌中学校や多目的交流施設へのペレッ

トストーブ導入など主に公共施設を中心に行ってきております。 

 本町における年間日射量は、全国各地と比べて高いことから町内の住宅、事業所並びに

農林漁業施設を対象に平成22年度から実施している「太陽光発電システム導入補助事業」

並びに林業の活性化促進対策として「木質ペレットストーブ導入支援補助事業」を推進し

ておりますが、特に太陽光発電システム導入補助事業に関しましては、昨年度、その設置

が大幅に増加したこと、また、今年度も実施を予定している件数が増加することが予想さ

れるため、予算を拡充して導入希望者の要望に沿えるよう対応してまいります。 

 ゴミの減量化や分別について一層促進し、不法投棄防止看板やゴミ捨て禁止看板等を設

置し環境美化に努め、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て厳しく対処してまいります。

また、ゴミ捨て禁止看板については、昨年実施した「太陽への手紙事業」で町内各小学校

の生徒から「ゴミ捨て」への多くの意見をいただいていることから、小学生と協働で看板

の制作に取り組んでまいります。 

 ペットの適正な飼育管理については、動物の飼い主としての責任を十分に自覚し、その

動物の本能、習性等を理解して適正に飼育していただくよう、啓発等を実施してまいりま

す。 

 快適な生活ができるまちづくりについてですが、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る道路網としての町道整備につきま

しては、継続路線３路線の改良舗装工事を実施するとともに、緊急度に応じて安全性を確

保するために経済的かつ計画的な維持・補修を実施してまいります。また、今年度老朽化

に伴い除雪トラック１台を新規更新し、冬の除雪体制に影響のないよう対応してまいりま

す。 

 本町の長年の懸案でありました国道336号の整備促進について、町内施工整備区間の工事

が間もなく完了する運びとなり、この機会に十勝沿岸４町で構成の「十勝海岸線国道建設

促進期成会」主催により関係各位のご臨席を賜り、開通を記念した式典を挙行する計画で

あります。 

 国道38号の災害時の代替路線、漁業に密接した地域経済振興、そして地域観光振興と国

道本来の機能のほかに地域に与える影響は大きなものがあり、改めて事業実施関係各位に
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感謝申し上げる次第であります。 

 住宅施策につきましては、住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化計画に基づき、「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、昨年度から実施して

おります住宅リフォームに対する補助と耐震診断及び改修に要する経費の一部補助を合わ

せて行ってまいります。また、老朽化の著しい公営住宅につきましては、今年度から公営

住宅買取事業により１棟６戸を整備してまいります。 

 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ている機器等もあり、老朽

化による機能維持が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194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、宝生高台地区及び十勝太地区の

一部配水管の新設工事及び厚内地区計装設備の更新を実施するとともに、下浦幌地区道営

営農用水事業の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、災害にお

ける復旧、公共事業の円滑な実施等を目的として行っていますが、平成５年度に着手以来

19年が経過し、進捗率は現在のところ43.4％であります。 

 今年度は事業継続地区としてオコッペ及びチプ子オコッペ地区の各一部7.85ｋｍ２を実

施するとともに、新規地区として帯富の一部地区9.14ｋｍ２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、北海道の交通事故死者数が一昨年

のワーストワンから６位、前年対比で25名の減少となりました。本町においては交通事故

死者ゼロを更新しておりますが、交通事故防止に向け今後においても町民の皆様とともに

交通安全の推進に取り組んでまいります。 

 社会の進展とともに多様化する犯罪が多発する現代にあって、昨年、本町においても空

き巣、車上ねらい、窃盗、器物破損等の犯罪が発生しており、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。 

 消費者対策につきましては、消費者を取り巻く生活環境が複雑かつ多様化する中で、全

国的に振込め詐欺や悪徳商法等の被害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、北海道警察との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、被害等の未然防止に努めてまいります。 

 町内の携帯電話不感地帯の解消を図るため、昨年度、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いたしましたが、引き続き携帯事業者への要請活動を

行ってまいります。 

 防災・消防・救急体制の充実についてですが、昨年３月11日に発生しました東日本大震

災からまもなく１年が経過します。津波と火災で多くの尊い人命が失われ、放射能汚染と
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いう未曾有の事態も重なり、震災は日本の社会に大きな衝撃を与えました。 

 さまざまな災害から町民の生命、財産を守るため、安心して暮らせる防災対策の充実が

緊急かつ重要と考えております。そのため、町民の皆様への災害情報伝達手段である現在

の防災無線について津波被害が想定される海岸線の地域に今年度より２箇年で改修、整備

してまいります。 

 津波警報等が発令された場合は、何よりも先んじて避難をしていただくことが重要であ

り、厚内地区に一時避難場所の造成と、避難路仮設階段の設置を行うとともに、海岸線地

域に避難所への案内看板等の設置を行ってまいります。 

 地域防災計画につきましては、昨年12月、中央防災会議におきまして、東日本大震災を

踏まえ、地震・津波対策の抜本強化等を主な内容とした防災基本計画の修正が行われ、北

海道におきましても地域防災計画、津波浸水予想図の見直しが進められておりますので、

それらの整合性に配慮しながら、本町地域防災計画の見直しを行ってまいります。 

 津波ハザードマップにつきましても、改めて作成し、町内全世帯に配布、周知を行って

まいります。 

 また、昨年、地域関係者の皆様とのご協議により指定しました一時避難場所等に避難し

ていただく防災避難訓練を、６月22日厚内地区において実施してまいります。 

 更に、災害発生時の被害情報収集等防災拠点となる役場庁舎の耐震診断を行い、耐震補

強の必要性等について今後検討してまいります。 

 町民の生命・身体・財産を守ることを最大の使命とした消防・救急業務につきましては、

体制の充実強化を図るため、年々その整備を進めてきているところであります。 

 今年度は、平成28年５月31日から施行される電波法の改正に伴い、消防救急無線におけ

るアナログ態様からデジタル化移行に向けた充実強化を図るため、電波伝搬調査及び通信

機器整備に係る基本設計について、帯広市に委託して進めてまいります。 

 消防団の活性化につきましては、消防団員の確保が困難な状況から消防力の低下が懸念

されておりますが、本年は隔年で実施しております浦幌消防団連合演習開催の年であり演

習等を通じ、消防団員としての資質向上と士気高揚を図りながら町民の負託に応えてまい

ります。 

 救急体制につきましては、高齢化を背景に救急要請が増加する傾向にある中で救急活動

における救急隊員の技術向上が求められており、更なる救急業務態勢の確立を図るため、

救急救命士の就業前教育を始めとして、気管挿管・薬剤投与・生涯教育等の講習への派遣

を進め、救急隊員の資質向上を図ってまいります。 

 定住・移住・交流人口の拡大対策についてですが、民間サイドにおける「うらほろ子ど

も食のプロジェクト」が中心となり、町内の農林漁家で大阪方面など都会からの修学旅行

の受け入れが行われており、今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

境の中で農林漁家での民泊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

の取り組みやふるさとの魅力発見、子どもたちの提案の実現、小学生の農林漁家民泊体験
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など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

引き続き進めてまいります。 

 定住・移住の促進や地域の活性化を図るため、昨年度、建設した本町への移住希望者等

が生活体験できる移住体験住宅について、「緊急雇用創出推進事業」により移住体験住宅の

管理をしながら、移住者等への情報提供や体験プログラムの考案を行う管理運営事業の委

託を実施し、更に魅力ある体験住宅として充実を図ってまいります。 

 町ホームページの運用について、昨年度からモニター制度を導入し、魅力的で利用しや

すいホームページづくりに努めておりますが、今年度からはさらに充実を図るため町内中

学生をも対象としたモニターの拡大を行ってまいります。 

 納税意識の普及についてですが、町の貴重な財源であります各種債権について、負担の

公平性・公正性の原則堅持から滞納者に対しては、日常的な納付相談や必要に応じた臨戸

徴収の実施、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・出

資金・生命保険等や動産・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

処分を更に進めてまいります。また、平成22年より検討を進めてまいりました納付環境の

拡大と納付者へのサービス提供について、平成24年度より「コンビニ収納」及び「クレジ

ット収納」の導入、更にゆうちょ銀行での納付も行えるよう整備を行い、24時間、365日納

付出来るように、納付者の利便性の向上を図ってまいります。 

 これと併せ、全国から寄せられている「ふるさとづくり寄附金」の申込納付にあっても

「クレジット収納」を導入してまいります。 

 協働のまちづくりについてですが、平成12年に「地方分権一括法」が施行され、国と地

方の役割分担の明確化、国の関与のルール化、権限委譲等により各地方公共団体は自らの

判断と責任により、地域の実情に沿った行政を展開していくことが期待されている今日、

新たな地域主権の時代を迎え、町民との協働は益々重要なこととしてとらえ、平成24年第

１回町議会臨時会において「浦幌町町民参加条例」をご提案し、現在ご審議を賜っており

ますが、平成７年の阪神・淡路大震災、昨年３月11日発生の東日本大震災における復旧支

援の取り組みから私たちに多くの教訓が示されました。 

 いかに協働のまちづくりを進めるか、そのためには町民の皆様が町行政に参加しやすい

行政内部の環境を整えることを最優先課題として、改めて行政側の責務を明確に課し、そ

の責務を果たすべく職員の意識改革に取り組んでまいります。 

 町民の皆様が町行政の多くの分野で参加していただく事により、協働の流れが根づき、

更に広がることが協働の形態を高めることにつながります。 

 協働のまちづくりを進める上で、行政情報について町民との共有が第一義であり、その

ためにいかに町民の皆様に行政情報をお届けし、理解して頂くかが重要であります。 

 新たに情報の発信対応として「行政情報携帯メルマガ」を実施するとともに、職員が行

政情報について直接、各地域に出向き説明を行い、理解が得られるようなアグレッシブな

方策について検討してまいります。 
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 今後、協働のまちづくりを推進していく中でまちづくりに関し町民の皆様からいろんな

ご意見を頂くことが考えられますが、恒常的なテーマを持って「町民アンケート」を実施

し、住民ニーズの把握に努め、更には町民の皆様からのまちづくりに関する事業について

の意見を広く聞き、公益事業としての実現性について検討する体制の整備を図ってまいり

ます。 

 また、協働のまちづくりの一環として、公用車を行政区や町民団体等が行う公益的な活

動の実施に際し、新たに「公用車の無償貸出し」制度を実施してまいります。 

 町内小学校６年生を対象とした「太陽への手紙事業」について、子どもの思いをまちづ

くりに反映できるよう、昨年度からは子どもの目から見たまちづくりに関しての意見を聞

くため直接、各小学校に出向き児童との懇談を行いましたが、学校現場において授業時間

の確保等、可能であれば引き続き実施してまいります。 

 協働のまちづくりを進めて行く中で今後、益々町民の皆様が公益事業に携わる機会が多

くなることと思いますが、全町民を対象とした社会活動総合補償保険制度を引き続き実施

してまいります。 

 第３期まちづくり計画重点プロジェクトについてですが、プロジェクト１の「子どもを

産み育てる環境の整備」では、「特別保育の整備充実」におけるしらかば保育園における一

時保育の利用実施基準年齢の引き下げ、放課後児童健全育成事業としての学童保育所の入

所定員拡大、「出産祝金の充実」における出産祝金の一律５万円の金銭又はハマナス商品券

のいずれかの本人選択制による贈呈、また、中学生まで医療費の無料化を拡大したところ

の子育て家庭の支援、子宮頸がん、水痘、おたふくかぜ、インフルエンザ菌ｂ型、小児用

肺炎球菌、各ワクチンの予防接種助成。これら各事業の継続実施を進め、全ての子育て世

代の町民の方がこれらサービスを享受できるよう子育てに係る各種サービスにおける周知

案内用ガイドブックの作成を行います。 

 プロジェクト２の「雇用機会の創出」では、新たな雇用の創出や地域産業の活性化を促

進するための浦幌町地域産業活性化補助金、新規就農者に対する誘致支援のための新規就

農者営農促進補助金、そして企業への雇用対策を図るための浦幌町雇用促進事業補助金に

よる支援、また、「地場工業振興条例」及び「企業融資促進条例」における条件緩和による

助成措置の拡大による支援の継続を行ってまいります。 

 プロジェクト３の「居住環境の整備充実」では、全国、とりわけ過疎市町村において定

住・移住対策は喫緊の課題として魅力ある定住・移住環境の整備に独自性を発揮すべく、

しのぎを削っている状況ですが、モニター制度の充実強化によるホームページの情報発信

力を高め、住宅建設・購入に対する支援措置としての住宅建設等補助を継続して実施して

まいります。 

 また、農業研修生の受け入れを図るため、住宅の確保による研修環境づくりを続けて進

め、新たに町民となる方に対して、ハマナス商店会が発行するハマナス商品券を交付する

ことにより、定住促進対策と地域商業活性化の一助となるよう継続して努めてまいります。 
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 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、これまでも申し

上げておりますように、町民の皆様との積極的な対話を最も基本的な姿勢として、そして

職員の共通認識のもと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」となるよう一人ひとりの創造する力、

行動する力をもって町民とともに歩む協働のまちづくりを進めたいと考えており、あらゆ

る機会を通じて町民の皆様に情報をお伝えした中で情報を共有し、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。 

〇田村議長 以上で町政執行方針を終わります。 

 

    ◎日程第８ 平成２４年度教育行政執行方針 

〇田村議長 日程第８、平成24年度教育行政執行方針の説明を求めます。 

 教育委員長。 

〇松田教育委員長 平成24年度浦幌町教育行政執行方針を述べさせていただきます。 

 平成24年第１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。 

 「浦幌町教育の日」のキャッチフレーズ、『地域総ぐるみで「生きる力」を育もう』には、

私たち町民が次代を担う子どもたちの教育について考え、あたたかく見守り、大切に育て、

立派な大人になってほしいという願いが込められております。 

 教育委員会では、この願いに応えるため、浦幌町第３期まちづくり計画に基づき、学校

教育並びに社会教育の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。 

 「浦幌町教育の日」は、家庭、学校、地域及び関係機関が一体となって教育に関する理

解と関心を高める様々な取組を展開することにより、町民が子どもたちに対する教育につ

いて考え、語り、行動するきっかけとしていただく日であります。 

 今後も、家庭、学校、地域がそれぞれの特色や独自性を生かしながら、毎日が「浦幌町

教育の日」となるよう、知育・徳育・体育・食育の取組を進めてまいります。 

 学校教育ですが、新学習指導要領は、平成24年度から中学校も全面実施されることにな

り、既に実施している小学校と併せ、教育改革が各学校の創意工夫のもとで、具体的な教

育実践となって展開されています。 

 子どもたちが、心身ともに健やかに成長し、将来の夢に向かって力強く歩んでいくこと

ができるよう、学習指導要領に示されている内容をしっかり身につけ、「生きる力」を育ん

でまいります。 

 魅力ある学校づくりについてですが、地域社会に開かれた魅力ある学校づくりを推進す

るため、学校評議員や保護者、地域住民の相互の意思疎通や協力関係を深めながら学校評
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価の結果を公表し、学校改善に努めてまいります。 

 また、幼稚園・保育所、小学校、中学校との連携を深め、目指す子どもの姿を共有し、

学びの連続性を確保するため、小中一貫教育の先進地視察など、調査・研究を進めてまい

ります。 

 昨年３月の東日本大震災を教訓として、災害発生を想定した危機管理マニュアルを不断

に見直し、避難訓練を実施するとともに、防災教育や放射線教育に取り組みます。 

 確かな学力についてですが、「浦幌町教育の日」を推進するため、「早寝・早起き・朝ご

はん（あいさつ・ノーテレビデー）運動」を展開するとともに、読書の取り組みが学力の

向上に大きく影響していることから、読書活動の推進に取り組んでまいります。 

 また、「地域活性化交付金（住民生活に光をそそぐ交付金）」を活用し、平成23年度から

２か年で整備を進めている浦幌中学校図書館のシステム整備により、町立図書館との連

携・協力による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

てまいります。 

 全国学力・学習状況調査問題の活用については、「浦幌町学力向上改善プラン」に基づき、

全職員で実態を分析し、基礎・基本の確実な定着に全力を尽くします。 

 また、少人数指導や習熟の程度に応じた指導など、個に応じたきめ細かな指導の充実、

及び学ぶ意欲を高める授業改善に努めてまいります。 

 さらに、学習習慣や生活習慣を身に付けるため、教育研究所において「家庭学習の手引

き」を作成するとともに、放課後や長期休業期間中における学習サポートのほか、学校に

おける朝読書活動を進めてまいります。 

 十勝東部方面教育振興会が主催する「リアルサイエンス理数教室」事業では、子どもに

算数・数学や理科への興味を持たせるため、関係町並びに各学校と協力して、本町での開

催を進めてまいります。 

 特別支援教育においては、浦幌中学校に新たに２学級を開設し、個別の教育支援計画の

作成・活用に努めるとともに、特別支援教育支援員を新たに厚内小学校に配置してまいり

ます。 

 また、「特別支援教育連携ネット」等の関係機関との連携活動を継続して行うなど、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。 

 豊かな心についてですが、子どもたちが、お互いに尊重し、共に支え合いながら社会の

一員として成長していくためには、心身の健やかな発達を支えていくことが大切でありま

す。 

 このため、道徳の時間を要とする道徳教育の充実により、規範意識や倫理観、生命を大

切にする心や思いやりを育むとともに、ボランティア活動や自然体験活動、集団宿泊活動

などをおこないます。 

 小学５年生による農林漁家での宿泊体験学習を引き続き行い、社会性や豊かな人間性を

育んでまいります。 
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 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、望ま

しい職業観や勤労観を身に付けるとともに、うらほろスタイルを創出する教育の「子ども

の想い実現事業」とも連動し、まちづくり構想を提案する力やふるさと浦幌を愛する心情

を養ってまいります。 

 生徒指導については、「いじめは、人間として絶対に許されない行為である」という強い

認識を持って指導体制を確立し、いじめや不登校の未然防止、早期発見・早期対応に努め

てまいります。 

 健やかな体についてですが、新体力テストの活用などにより、体力や運動能力の実態を

把握し、運動に親しみながら、体力や運動能力を向上させていくことができる取り組みを

進めてまいります。 

 「北海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例」の制定を受け、児童生徒の歯の健康状況

等を把握しながら、健康教育・むし歯予防対策として、給食後の歯磨き励行、フッ化物洗

口などの取り組みを進めてまいります。 

 学校給食については、地産地消を取り入れた「浦幌みのり給食」を実施するとともに、

衛生管理の徹底を図り、安全・安心な学校給食を提供してまいります。 

 また、食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身につけさせ、食を通して郷土への理

解を深めるため、栄養教諭を各学校に派遣し、食育を推進してまいります。 

 さらに、省エネルギーやリサイクルなど資源を大切にする教育や「もったいない運動」

を進めてまいります。 

 資質の向上と組織の活性化ですが、教職員の資質向上を図るため、教育局の指導主事等

を積極的に活用し、研修成果の積極的公開や各種研究会、教育研修センター講座などへの

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、教育公務員としてのモラルを高める研修を継続的に

行います。 

 教育環境の整備ですが、児童生徒の安全・安心を確保するため、引き続き学校安全対策

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。 

 施設整備につきましては、浦幌小学校の屋外遊具の改修をはじめ、厚内小学校屋外農園

改修、浦幌小学校横断側溝補修工事、各小学校及び上浦幌中学校の網戸取付工事を行うと

ともに、引き続き教員住宅の居住環境の向上を図るため、上浦幌中央小学校教員住宅水洗

化工事を実施してまいります。 

 学校給食センターは、老朽化している消毒保管庫の更新や超音波洗浄機等取替により、

ドライ運用方式の設備更新を進めてまいります。 

 社会教育ですが、社会教育については、第７期浦幌町社会教育中期計画に基づき、生涯

学習の推進とスポーツ振興を図ってまいります。 

 生涯学習の推進、家庭、学校、地域の連携協力を強化し、地域住民が学んだ成果を生か

すボランティアとして学校の教育活動を支援するため、各「地域ネットワーク委員会」を



 － 23 － 

中心とした学校支援地域本部事業の充実に努めてまいります。 

 地域コミュニティの拠点施設である公民館や学校を中心に地域の活性化を担う人材を育

成するため、公民館ボランティア養成講習会をはじめ、寿大学、公民館講座及び生涯学習

公開講座を開設いたします。 

 また、各公民館を中心に地域の特性を生かした公民館まつりや文化祭、芸術鑑賞会を継

続開催し、文化に触れる機会を提供してまいります。 

 家庭教育については、家庭教育学級の開設や子育て支援センターと連携して、子育て出

前ミニ講座や家庭教育講演会の開催など、親子や家族が参加できる事業を展開してまいり

ます。 

 少年教育については、学校教育との連携を図りながら、通楽（学）合宿を中央公民館及

び上浦幌公民館で実施するほか、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」、「東部十勝４町地域子ども会交流会」など、体験

活動教室を通じて豊かな心を育てます。 

 成人（青年）教育については、成人式の開催や事業を通した世代間交流を図り、高齢者

教育については、高齢者学級での活動を通じて生きがいのある学びを支援してまいります。 

 図書館事業については、「浦幌町教育の日」と連携した事業を展開するため、この度策定

した「浦幌町子どもの読書活動推進計画」に基づいた事業を展開するほか、ブックシェア

リング事業の導入により、公共施設への図書の提供を行うとともに、お話し室に授乳コー

ナーを設置してまいります。 

 また、ブックスタート事業の継続実施や図書館ボランティアの育成を図り、図書館の更

なる利用促進を図るため、利用時間の延長に向けた調査・研究に着手してまいります。 

 博物館事業については、増設・改修した白亜紀から新第三紀にかけての化石資料を中心

とした展示ブースや映像データなどを活用した博物館講座を開設してまいります。 

 町内に点在する考古学、産業遺産、動植物などを教育的素材として活かした移動講座を

定期的に実施するほか、デスモスチルスの全身骨格の展示会やＫ―Ｔ境界層、ウラホロシ

ンカイヒバリガイ化石等の学習会を開催してまいります。 

 また、教育文化センターロビーにおいて、芸術作品の発表の場となる小企画展や気軽に

音楽に親しんでもらえる小規模コンサートを開催し、町民の芸術文化の鑑賞機会の拡充を

図ってまいります。 

 スポーツの振興、スポーツに親しむための環境整備と指導人材の育成及び活用を図るた

め、スポーツ指導者養成講習会を引き続き企画し、新たに地域ごとの開催を目指してまい

ります。 

 また、軽スポーツ教室を開催するとともに、総合型地域スポーツクラブ制度について、

調査・研究に取り組んでまいります。 

 指定管理者による管理を行っている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
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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。 

 社会教育施設の建物内禁煙について、町民の皆様のご理解が得られるよう施設の管理者

や審議会等との協議を進め、実施してまいります。 

 施設整備につきましては、町民球場磁気反転スコアボード修繕、アイスアリーナ天井結

露受取付、スイミングプール温度制御用電動ボール弁外取替、総合スポーツセンターパネ

ルヒーターガード設置及びアリーナ床ウレタン塗装などを年次計画に沿って行い、施設利

用者の安全確保と要望・意見に応えてまいります。 

 以上が新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。 

 教育委員会といたしましては、今後とも家庭、学校、地域が情報を共有しながら、学校

教育並びに社会教育が一体となった体制づくりを推進し、浦幌らしい一人一人の学びの実

現に努めてまいりますので、町民の皆様並びに町議会議員の皆様のご理解・ご協力をお願

い申し上げます。 

 終わりに、地域総ぐるみで「生きる力」を育むとともに、生涯学習を推進する中で、町

民の皆様が豊かな心で生活していけるよう全力で取り組む決意を申し上げ、平成24年度教

育委員会教育行政執行方針といたします。 

〇田村議長 以上で教育行政執行方針を終わります。 

 

    ◎日程第９ 議案第１号 

〇田村議長 日程第９、議案第１号 浦幌町町民参加条例の制定についてを議題といたし

ます。 

 本件は、平成24年１月20日開会の第１回町議会臨時会で設置されました浦幌町町民参加

条例審査特別委員会に審査を付託された事件であります。 

 これより委員長の報告を求めます。 

 野村委員長。 

〇野村浦幌町町民参加条例審査特別委員長 委員長報告をさせていただきます。 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定いたしましたので、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。 

 付議事件、浦幌町町民参加条例の制定については、審査の結果、原案可決と決定をいた

しました。 

 本委員会は、平成24年１月20日に設置され、委員長に野村俊博、副委員長に中尾光昭を

互選し、その後２月２日、３月13日と２日間にわたり町理事者を初め関係職員の詳細なる

説明を求めながら慎重に審査をいたしました。 

 本条例の制定にかかわっては、平成22年10月27日、町民28名による町民参加条例制定ワ
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ークショップを立ち上げ、平成23年２月23日までの間、計７回にわたり協議検討を重ね、

骨子案を作成しており、その後４月14日には町の係長職員13人で構成する町民参加条例職

員検討委員会を立ち上げ、町民ワークショップから提案のあった骨子案をもとに９月16日

までの間、計５回にわたり条文の整理等を行っております。その間、パブリックコメント

を実施し、10月27日には町民ワークショップと職員検討委員会との合同グループワークを

開催し、最終の協議、調整を終え、本条例提案に至っております。 

 本委員会による議論の中で、協働の実現に向けて重要なポイントとして押さえている対

等の関係については、町民、行政双方が対等なパートナーであるという意識を持つことが

重要であり、どちらか片方に依存したりしないよう事業を行う必要があるとアクションプ

ランにうたっている点について、行政は町民の意見を聞き、町民の望む方向にかじを切っ

ていくものであり、町民の責任と行政の責任は、おのずから違うものであり、この町民参

加条例で町民の声をしっかりと吸い上げる仕組みを構築し、町民の望む方向に向かってい

くべきであるという見解が出されました。町は、あくまでも町民と行政が事業を起こして

いく上での対等なパートナーとしての位置づけであり、望ましい姿は両者が同等で事業を

進められないかとの思いであるという考えを示されたところであります。 

 また、町民参加条例の検討及び見直しの関係では、町民参加による検討組織を設立し、

条例及び協働のまちづくりアクションプランが常に町民ニーズや情報に応じたものとなる

よう検討しながら、見直し等の検証に当たってはワークショップ委員も含めた中で、一般

公募等も含め、組織構成を考えていきたいとの答弁がなされております。 

 本条例は、いかに町民と行政との協働によるまちづくりを進めるかとして町民参加の基

本方針をうたったものであります。平成23年度を初年度として始まった第３期まちづくり

計画の基本構想に掲げる将来像の実現に向けて町民との協働によるまちづくりを目指すた

めには、行政は積極的な行政情報の発信に努め、常に時代の変化と町民のニーズを把握し、

町民参加に資するとともに、本条例の制定が最終的には町の憲法と言うべき自治基本条例

制定のステップになることを望むものであります。 

 詳細な議論の内容につきましては、議長を除く全員で本委員会が構成されておりますの

で、省略をさせていただきます。 

 議員各位のご協賛を賜りますようお願い申し上げまして、浦幌町町民参加条例審査特別

委員会の委員長報告とさせていただきます。 

（何事か声あり） 

〇野村浦幌町町民参加条例審査特別委員長 失礼いたしました。最初の委員会の開催日時

を２月２日及び２月13日の２日間ということで訂正させていただきます。 

 以上で委員長報告を終わります。 

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。 
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 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１号を採決いたします。 

 この議案に対する委員長の報告は原案可決であります。委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第１号は委員長の報告のとおり原案可決と決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１０ 議案第５号 

〇田村議長 日程第10、議案第５号 議会の議決すべき事件に関する条例の一部改正につ

いてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 議案第５号 議会の議決すべき事件に関する条例の一部改正について。 

 議会の議決すべき事件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24年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。議会の議決すべき事件に関する条例の一部を改正する条

例。 

 議会の議決すべき事件に関する条例（平成23年浦幌町条例第７号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条を次のように改める。 

 （議会の議決すべき事件） 

 第２条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。 

 （１） 定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨

を通知すること。 

 （２） 公営住宅買取事業に関する協定を締結すること。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 本条例改正案の趣旨等につきましては、議案説明資料に基づき説明させていただきます。

説明資料１ページをごらんおき願います。議会の議決すべき事件に関する条例の一部を改

正する条例説明資料。最初に、１項目め、改正の趣旨でございますけれども、老朽化した

公営住宅等の順次建てかえを進めるため、浦幌町住生活基本計画及び浦幌町公営住宅等長

寿命化計画に基づき、従来の請負方式を変更し、今年度より民間事業者のノウハウを取り

入れて建設された共同住宅を町が買い取る平成23年度から平成24年度浦幌町公営住宅南町

団地買い取り事業を実施することになりました。公募型プロポーザル方式を採用し、本事
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業の選定に当たりましては、提案内容の妥当性や事業実施の確実性のほか、事業者の能力

及び経験などを総合的に評価選定するものとして、平成23年11月24日開催した浦幌町公営

住宅買取事業公募型プロポーザル選定委員会で優先交渉権者となる応募提案者を選定し、

その提案者による実施設計完了後に本協定となる買取事業に関する協定書を締結する予定

となってございます。 

 しかし、この協定の締結に関する議会の議決については、地方自治法や他法律での規定

がございません。完了後は財産取得を前提とする買取事業に関する協定の締結であります

ことから、地方自治法第96条第２項の規定に基づき、公営住宅買取事業に関する協定を締

結する項目を議会の議決すべき事件として規定するため、関連する条項の一部を改正する

ものでございます。 

 次に、２の改正の内容でございますが、次のページの２ページの改正条例新旧対照表を

もって説明させていただきますので、ごらんおき願います。改正条項に係る条項のみ説明

させていただきます。 

 第２条第１号につきましては、昨年３月に条例制定となっております。第２号につきま

して、今回新たに追加する条項でございまして、議会の議決すべき事件として、公営住宅

買取事業に関する協定を締結することを明示してございます。 

 １ページに戻りまして、３の施行期日でございますが、公布の日から施行するという内

容になっております。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ２番、差間議員。 

〇差間議員 プロポーザルのこういった方法、議会の議決すべき事件として規定するとい

うのはもちろん賛成です。ただ、公募型プロポーザル方式というのは、私ちょっとまだ理

解が進んでいないというか、ネットでも調べたりしてみたのですけれども、特殊な建物、

大きな公民館とか、そういった建物を建てるときにはいろいろな人の意見を町に集めて、

それで工事に関してそういう方たちの意見を町が広く集めるというのは、これはいいこと

だと思うのですけれども、例えば浦幌町内で公営住宅等にこういったプロポーザル方式を

とるというときにどういった利点があるのか。例えば福祉の件に関して、こういった設備

をその建物の中に設置するときにはやっぱり町内だけではなかなかいい意見が集まらない

とか、そういったことがあるのでしたら、もちろんいいと思うのですけれども、いま一度

プロポーザル方式の浦幌町における利点についてちょっとご説明いただきたいのです。よ

ろしくお願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 この方式につきましては、所管事務調査でも調査していただきましたが、

これは新たに24年度からまちづくり計画の中で27年度までの５カ年間、棟にしましては４
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年間の建物ということになりますが、位置づけられております。もともと当初これにつき

ましては本来は、今まで従来は町で設計、建築、全部行ったものを入札方式という形で、

そして取得したという、建てたものに入居していただくという形になっていましたが、こ

れにつきましては浦幌に限らず、ほかの方面は今後これからふえてくると思いますが、金

額についてのコストがまず下がるということと、あと町独自でやるものと違って民間の方

のノウハウのいいところも取り入れながら行っていくというような事業でございまして、

昨年度からこれに関しまして選定委員会、これを開催しまして、プロポーザルの選定審査

基準に基づきまして審査して、点数制、いろんなものを協議しまして、それで業者が既に

決定されてございます。この件につきまして今年度24年度予算をとりまして、そしてこれ

からつくっていくというような形の内容でございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 具体的にただいま進んでおります事業の中では、町内は数軒建築業者がおり

まして、それでその方たちからいろいろなプロポーズ、提案をいただくということで進め

ていったと思うのです。ただ、事業者が例えば単一の形をとってもしきた場合は、その方

たちの中に帯広市の設計者が入っているということで、それで新しい外の意見を取り寄せ

るというのですか、そういった事業になっていくということも想定されるのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 これにつきましては、当初公募するときに町内の建設業者さんと、設計

に関しましては十勝管内の設計委託業者さんということで応募をいたしております。その

中で、単独であってもジョイントであっても、その中の業者さんが提案してきたものにつ

いて審査するということでございますので、ほかの道外とか道内とか、そういう形でなく

て、あくまでも管内ということで募集をしております。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 管内という、その言葉の中には周辺自治体ということもこれから含まれると

いうことも予想されるのでしょうか、建築業者の件です。 

〇田村議長 差間議員、最後３回目ですけれども、まだあったら申し上げてください。 

〇差間議員 これでよろしいです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 ちょっと説明が不足して、申しわけありません。 

 管内と申しましたのはあくまでも設計、調査業者でございまして、建築に対してはあく

までも浦幌町内の業者さんということになってございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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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５号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第５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、暫時休憩をいたします。 

 

午前１１時４８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。 

 

    ◎日程第１１ 議案第６号 

〇田村議長 日程第11、議案第６号 浦幌町防災会議条例の一部改正についてを議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 議案第６号 浦幌町防災会議条例の一部改正について。 

 浦幌町防災会議条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 平成24年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開きください。浦幌町防災会議条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町防災会議条例（昭和37年浦幌町条例第17号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２号中「第32条」を「第33条」に改める。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 浦幌町防災会議条例の一部を改正する条例説明資料、３ページをごらんください。 

 １、改正の趣旨、水防法の改正に伴い、当該条例条文の引用先が変更になることから、

改正するものです。 

 ２、改正の内容でございますが、次のページ、４ページをお開きください。浦幌町防災

会議条例新旧対照表。 
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 第２条の第２号の引用条文、32条が水防法33条に改正する内容でございます。 

 ３、施行期日は、公布の日から施行する内容でございます。 

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

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６号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１２ 議案第７号 

〇田村議長 日程第12、議案第７号 浦幌町地上デジタルテレビジョン放送再送信施設の

設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 議案第７号 浦幌町地上デジタルテレビジョン放送再送信施

設の設置及び管理に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町地上デジタルテレビジョン放送再送信施設の設置及び管理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24年３月５日提出、浦幌町長。 

 浦幌町地上デジタルテレビジョン放送再送信施設の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例。 

 浦幌町地上デジタルテレビジョン放送再送信施設の設置及び管理に関する条例（平成

22年浦幌町条例第24号）の一部を次のように改正する。 

 条項内容につきましては、議案説明資料をもって説明をさせていただきます。資料５ペ

ージをお開き願います。改正の趣旨でございますけれども、直別地区における地上デジタ

ルテレビジョン放送難視聴世帯の解消を目的として、国の平成23年度無線システム普及支

援費等補助金事業により整備する共聴施設の設置及び管理に関する規定を定めるため、本

条例の一部を改正するものでございます。当該共聴施設は、厚内市街地に共同受信設備（ア

ンテナ等）を設置し、光ファイバーにより地上デジタルテレビジョン放送の再送信を行う

施設であり、平成21年度地域情報通信基盤整備推進交付金事業で整備した施設設備と同じ
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構成であることから、本条例の一部改正により所要の規定を定めるものでございます。な

お、直別地区の本事業につきましては、平成23年第４回定例会におきます一般会計の補正

によりまして直別地区テレビ共聴施設整備事業を行うものでございます。また、その工事

施工に伴い、受信設備及び再送信設備のその位置が確定したことによる本条例の改正とい

った内容でございます。 

 改正の内容につきましては、大きく３点ございますけれども、共聴施設の受信点設備、

再送信設備の位置の追加、そして２点目には共聴施設に係る再送信設備は受信点設備のア

ンテナマストに備えつけるため、局舎に収容することがないためにセンター局舎の表記を

改めるもの、そして３点目には受信者宅に設置する光受信端末装置の設置に係る費用につ

いての負担の内容でございます。 

 このことにつきましては、次のページの条例の新旧対照表をもって改めて説明をさせて

いただきたいと思います。改正後におきましてのみ説明させていただきますけれども、第

２条の第１号及び第２号につきましては、先ほどの改正点の１点目の項目でございます。

今般の事業整備を行う受信点の追加でございまして、浦幌町字厚内215番地の４をそれぞれ

追加した内容であります。 

 また、同条第３号、センター局舎、改正前につきましてはセンター局舎につきましては

東山町23番地の１と、それから富川の206番地の３と２つの局舎がありましたけれども、表

記がその場所というふうになってございますので、改めて今般厚内が加わったことにより、

そのセンター局舎は厚内にございませんので、桜町の15番地の６と宝生164番地の10の建物

を明確にした内容であります。 

 また、附則の第２項につきましては、この負担にかかわりまして追加として、平成23年

度無線システム普及支援事業費等補助金事業による場合に限り町の負担とするということ

でございまして、このことにつきましては光受信端末装置の費用負担というようなことで

ございまして、前回の事業と同じ内容のものでございます。 

 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。 

（「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７号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 
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    ◎日程第１３ 議案第８号 

〇田村議長 日程第13、議案第８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。 

 提案の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 議案第８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24年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。浦幌町税条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町税条例（昭和40年浦幌町条例第35号）の一部を次のように改正する。 

 本条例の提案内容につきましては、条文の朗読を省略させていただき、別紙議案説明資

料により説明させていただきます。それでは、議案説明資料７ページをごらんいただきた

いと思います。１としまして、改正の趣旨でございます。経済社会の構造の変化に対応し

た税制の構築を図るため、地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改

正する法律、地方税法の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令等

がそれぞれ公布されたことに伴い、浦幌町税条例の一部を改正するものでございます。 

 ２としまして、改正の主な内容でございます。たばこ税の税率の改正、退職所得に係る

個人住民税の10％税額控除の廃止、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の改正でござ

います。 

 改正の項目といたしまして、たばこ税の税率、条項番号、95条になります。改正内容で

ございますが、法人実効税率の引き下げと課税ベースの拡大に伴う都道府県と市町村の増

減収を調整するため、道のたばこ税の一部を町たばこ税に移譲されるものでございます。

現行1,000本当たり4,618円を1,000本当たり5,262円に改正され、644円が町たばこ税に移譲

されるものでございます。 

 次に、町民税の分離課税に係る所得割額の特例等、附則第９条でございます。この附則

第９条につきましては、削除されることになります。内容としましては、退職所得に係る

個人住民税の10％税額控除が廃止されるものでございます。 

 次に、たばこ税の税率の特例、附則第16条の２でございます。95条の改正内容と同様に、

旧３級品のたばこ税の税率の特例が改正されるものでございます。現行1,000本当たり

2,190円から1,000本当たり2,495円に改正され、305円が町たばこ税に移譲されることにな

ります。 

 次のページをお開き願います。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。東日本大震災により住宅、家財等に被害を受けられた被災者の方の負担軽減

を図るため、雑損控除の特例の対象となる災害関連支出について、やむを得ない事情によ

り災害がやんだ日から１年を超え３年以内に支出する費用を追加するものでございます。



 － 33 － 

改正前については、１年でありました。 

 次、３、施行期日でございます。公布の日から施行する。ただし、町民税の分離課税に

係る所得割の額の特例につきましては平成25年１月１日、たばこ税の税率及びたばこ税率

の特例につきましては平成25年４月１日から施行するものでございます。 

 なお、新旧対照表については９ページ、10ページに記載してございますので、後ほど参

照願えればと思います。 

 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 確認をしたいと思います。最後の東日本大震災に係る雑損控除等の特例とい

うことで、３年間認めるよということでありますけれども、これは時限立法みたいなこと

で、国のほうで３年たったら、東日本大震災に係る特例として設けるだけで、この後は継

続しないということでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 今ご質問ありましたことについて説明させていただきますけれども、現

時点では、当初１年間ということでございましたが、１年以内に発生する災害に関する支

出に関して雑損控除の対象にしますよということですけれども、今回、これは北海道では

余り事例がないと思いますけれども、本州においてまだまだ、住宅が破損しただとかいろ

いろしても、まだ全部査定なり復興が終わっていないということで、その期間について一

応３年間、とりあえず国のほうとしては延長するということでございますので、今後その

時期、内容等についてはその時点においてまた検討されるのではないかというふうに思い

ます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第８号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 
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    ◎日程第１４ 議案第９号 

〇田村議長 日程第14、議案第９号 浦幌町公民館の設置及び管理等に関する条例及び浦

幌町教育文化センターの設置及び管理等に関する条例の一部改正についてを議題といたし

ます。 

 提案説明を求めます。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 議案第９号 浦幌町公民館の設置及び管理等に関する条例及び浦幌町教

育文化センターの設置及び管理等に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町公民館の設置及び管理等に関する条例及び浦幌町教育文化センターの設置及び管

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24年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町公民館の設置及び管理等に関する条例及び浦幌町

教育文化センターの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例。 

 本条例改正につきましては、第１条におきまして浦幌町公民館の設置及び管理等に関す

る条例、また第２条におきまして浦幌町教育文化センターの設置及び管理等に関する条例

の一部改正をするものでございます。 

 改正内容につきましては、改正条文の朗読説明を省略させていただき、議案説明資料を

もって説明させていただきます。別紙議案説明資料12ページをごらん願います。浦幌町公

民館の設置及び管理等に関する条例及び浦幌町教育文化センターの設置及び管理等に関す

る条例の一部を改正する条例説明資料でございます。１、改正の趣旨、地域の自主性及び

自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成23年法

律第105号・第２次一括法）によりまして、社会教育法、図書館法及び博物館法の一部改正

が行われ、公民館運営審議会、図書館協議会及び博物館協議会の委員の委嘱の基準は、文

部科学省令で定める基準を参酌して条例で定めることとされたことに伴いまして、関連す

る条項の一部改正をするものでございます。 

 ２、改正の内容でございます。（１）浦幌町公民館の設置及び管理等に関する条例では、

公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を新たに定める改正を行い、また（２）浦幌町教育

文化センターの設置及び管理等に関する条例では、①、図書館協議会の委員、②、博物館

協議会委員の委嘱の基準を新たに定める改正を行うものでございます。いずれの委員も、

学校教育及び社会教育の関係者、それから家庭教育の向上に資する活動を行う者、また学

識経験のある者のうちから委嘱するものでございます。 

 施行期日は、平成24年４月１日から施行するものでございます。 

 それぞれの具体的な改正内容につきましては、次のページ以降の新旧対照表をもって説

明させていただきます。 

 13ページをごらん願います。浦幌町公民館の設置及び管理等に関する条例新旧対照表で

すが、第５条第３項で、運営審議会の委員の委嘱の規定について、学校教育及び社会教育
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の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから教育

委員会が委嘱するとする改正を行うものでございます。 

 14ページをごらん願います。浦幌町教育文化センターの設置及び管理等に関する条例新

旧対照表ですが、第７条第３項で、図書館協議会の委員の委嘱の規定について、学校教育

及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の

うちから教育委員会が委嘱するとする改正を行うものでございます。 

 また、第10条第３項の博物館協議会の委員の委嘱については、第７条第３項の図書館協

議会の委員の委嘱の規定を準用するものでございます。 

 以上で議案の説明を終わりますので、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。 

 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 今回のそもそもの改正の趣旨でありますけれども、地域の自主性及び自立性

を高めるためにこの改革がされたということであります、そもそもですけれども。今言う

ような改正の内容、学校教育及び社会教育の関係者とかと細かくありますよね。要するに、

国で言うところのこれによって浦幌町として自主性だとか自立性というものがどういうよ

うに、変わっていく意味合いがあるのかとか、この辺浦幌としてどういうふうになってい

くのかというようなところがいま一つ見えない。これによって４月１日から浦幌としては

どういうように変わって、国で言うこの部分というものがしっかりと自主性、自立性がき

ちっとなるものなのか、どういうふうに変わっていくものなのかと、この辺の部分の説明

を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 従来社会教育法の中でいきますと公民館運営審議会、それから図書館法及び博物館法の

中ではそれぞれ図書館協議会の委員と、それから博物館協議会の委員の委嘱の基準は定め

られておりました。これが改正に伴いまして、それぞれの法からは削除されまして、それ

ぞれの自治体の条例の中でこれを明文化しなさいというのが根本的な改正内容でございま

す。これに伴いまして、本町では今回提案させていただきました条例改正に基づきまして、

それぞれの条項の中に今申し上げました学校教育、社会教育の関係者とか家庭教育の向上

に資する活動を行う者、それから学識経験のある者と、３つの条項について、これを条項

の中で明文化するということの内容でございますけれども、基本的には従来からそれぞれ

公民館運営審議会委員、それから図書館、博物館協議会委員、それぞれの委嘱の中身につ

いては同様の国の法律に基づいて、この３つの基準に従いまして委嘱を申し上げながら、

協議をいただいてきたという内容でございますけれども、今後につきましてはさらに明文

化されたということで、それぞれの地域性とか、それから浦幌町における諸問題について

今新たな基準を申し上げまして委嘱申し上げる方々からさらに踏み込んだ意見を出してい
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ただくというような中で今後進めてまいりたいと思っておりますので、ご理解のほどお願

いしたいと思います。 

 以上で答弁終わります。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 今までもそういった形の中で取り決めがあるということで、そうすると基本

的には同じ流れの中でくるということでしょうけれども、今回のこれによってある程度は

今の委員を少し再編をされて、新たな委嘱がされていくということなのかなというふうに

思いますし、またもう一つ、この委員という人方が実際にほかの町民の方々も、ほかのほ

うもそうなのですけれども、だれとだれが図書館のこれになっているのか、公民館のにな

っているのかというのがわからないのです。私は当然それには報酬等の部分も出てくるの

かなという気がいたしますけれども、私はそういった方々もしっかりと明示して、そうい

う意見があったら、そういう委員もいらっしゃるので、そういう方々にもぜひ意見を言っ

ていただきたいと、当然行政もそうですし、議員もそうですけれども、そういった方々も

意見があったらぜひ言っていただきたいというようなことで、せっかく明文化してよりよ

い施設にしていこうというのであれば、できるだけ多くの人方のご意見をちょうだいでき

るような体制をとるためにもそういう情報の公開というものも私は必要ではなかろうかと

いうふうに思いますが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 それにつきましては、委員の方々がどなたかということに関しましては

特に広報等で周知しているわけではございませんので、わからない部分があるかと思いま

すけれども、例えば公民館の運営審議会でいきますと４つの部会がありまして、それぞれ

厚内、それから上浦幌、吉野、そして中央とありますけれども、地域の中ではそういった

部分は浸透しているかなというふうに思います。ただ、全体的なことでいきますとわから

ない部分もあると思いますので、公民館の運営審議会につきましても、それから博物館、

図書館につきましても、今それぞれ審議会をやった中で町のホームページを通して会議の

公開等は行っておりますので、その中で会議の経過とか出席されている委員等も公表させ

ていただいておりますので、現時点ではそんな中からご理解をいただくということと、新

年度につきましてはまた町民の皆様にわかっていただく機会ということで、どのような方

法があるのかということはまた事務局の中で模索して進めてまいりたいというふうに考え

ております。 

 以上です。ご理解願います。 

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。 
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（「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９号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第９号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１５ 議案第１０号 

〇田村議長 日程第15、議案第10号 浦幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費

の助成に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 議案第10号 浦幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成

に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正す

る条例を別紙のとおり定める。 

 平成24年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。浦幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助

成に関する条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例（昭和48年浦幌

町条例第34号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第２号中「（知的障害児通園施設に通所している者を除く。）」を削る。 

 附則、この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

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

では、議案説明資料15ページをごらんおき願います。改正の趣旨でございます。本条例に

より重度心身障がい者及びひとり親家庭等の母または父及び児童の医療費に関する経費に

つきまして助成をしておりますが、児童福祉法の一部改正に伴い、北海道医療給付事業に

おいて関係条項が改正されたことから、浦幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療

費の助成に関する条例の一部を改正するものでございます。 

 ２としまして、改正内容でございます。第３条第２号中「（知的障害児通園施設などに通

所している者を除く。）」を削除するものでございます。第３条第２号では、医療費の助成

の対象とならない重度心身障がい者について規定しておりますが、例外として知的障害児

通園施設などに通所している方については受給対象者として規定しております。改正児童

福祉法により知的障害児通園施設等が障害児入所施設に名称変更されたことにより、この

例外規定の文言を北海道医療給付事業の改正の例に準拠して削除するものでございます。 
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 次の16ページ、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。第３条は助成の対象でご

ざいますが、第３条の２号のところで括弧して知的障害児通園施設に通所している者を除

くの部分を削除してございます。 

 前のページに戻っていただき、３の施行期日でございますが、この条例は、平成24年４

月１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10号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１６ 議案第１１号 

〇田村議長 日程第16、議案第11号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正につい

てを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 議案第11号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正につい

て。 

 災害弔慰金の支給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24年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例。 

 災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和50年浦幌町条例第９号）の一部を次のように改

正する。 

 第４条第１項第１号中「維持していた遺族」の次に「（兄弟姉妹を除く。以下この項にお

いて同じ。）」を加え、同項に次の１号を加える。 

 第３号、死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であ

って兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹（死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は

生計を同じくしていた者。）に対して災害弔慰金を支給するものとする。 

 附則、この条例は、公布の日から施行し、改正後の第４条第１項の規定は、平成23年３
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月11日以後に生じた災害により死亡した住民に係る災害弔慰金の支給について適用する。 

 本条例の改正につきましては、説明資料に基づきまして説明させていただきます。説明

資料17ページをごらん願います。 

 改正の趣旨でございますが、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部が改正され、従来

災害弔慰金の支給対象範囲が法律により配偶者、子、父母、孫及び祖父母に限られていま

したが、平成23年３月11日に発生しました東日本大震災により多くの方々が亡くなられた

中、生計を同一にしていた兄弟姉妹に対しては現行の遺族の範囲に含まれておらず、災害

弔慰金が支給されない事例が少なくないことから、改正を行うものでございます。 

 改正の内容につきましては、本条例において災害弔慰金の給付等に関する法律の条文を

引用していますが、災害弔慰金の給付等に関する法律の改正により引用文が一部改正され

たことから、第４条第１項第１号及び第３号について災害弔慰金が支給される遺族の範囲

と順位を追加するものでございます。 

 施行期日につきましては、公布の日から施行し、改正後の第４条第１項の規定は平成23年

３月11日以降に生じた災害により死亡した住民に係る災害弔慰金の支給について適用する

ものでございます。 

 以上で説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第11号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１７ 議案第１２号 

〇田村議長 日程第17、議案第12号 浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例

及び浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関する条例の一部改正についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 議案第12号 浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例及

び浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関する条例の一部改正について。 
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 浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例及び浦幌町立へき地保育所の設置及

び保育の実施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24年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例及び

浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関する条例の一部を改正する条例。 

 本条例の改正につきましては、説明資料に基づきまして説明させていただきます。説明

資料の19ページをごらん願います。 

 改正の趣旨でございますが、浦幌町立保育園及び浦幌町立へき地保育所の設置及び保育

の実施に関する条例の別表（第６条関係）保育園徴収基準額表に基づく保育料の階層区分

の算定につきましては、保育料の公平性を保つため、別表備考において算定を行っている

ところであります。このたび保育料の算定に係る適用除外の対象となる税額控除の根拠法

令の追加が行われたことによる改正を行うとともに、平成22年度税制改正により所得税及

び町民税の扶養控除について年少扶養控除及び16歳から18歳までの特定扶養控除の上乗せ

分の廃止が行われたことにより、徴収金（保育料）に影響が生じることから、「控除廃止の

影響を受ける費用徴収制度等に係る取扱いについて」（厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

通知）に基づきまして、控除見直しの影響を可能な限り生じさせないため、浦幌町立保育

園及び浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関する条例の別表備考を改正するも

のでございます。 

 次に、改正の内容につきましては、１点目は引用根拠法令の追加でありまして、本条例

別表備考１に第４階層から第７階層の算定に係る所得税額計算から適用除外するものに住

宅特定改修特別税額控除（租税特別措置法第41条の19の３第１項及び第２項）、認定長期優

良住宅新築等特別税額控除（租税特別措置法第41条の19の４第１項及び第２項）を追加す

るものでございます。 

 ２点目は、本条例別表備考２に年少扶養控除等の廃止に伴う保育料算定額の調整に係る

条文として、現行の別表備考２を備考３とし、備考２に地方税法等の一部を改正する法律

（平成22年法律第４号）及び所得税法等の一部を改正する法律（平成22年法律第６号）に

より廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、廃止による徴収金

（保育料）に与える影響を可能な限り生じさせないよう、１により計算された税額を調整

するものとするを追加するものでございます。本条例別表備考１は、保育料の算定に関す

る適用除外の規定でございます。新たに適用除外するものを追加し、別表備考２は保育料

算定額の調整を追加する内容でございます。 

 施行期日につきましては、平成24年４月１日から施行するものでございます。 

 なお、資料請求のありました条例改正に伴います保育料の算定方法と比較表、そして新

旧対照表につきましては、参考に後ほどごらんおき願います。 

 以上で説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 
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（「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12号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１８ 議案第１３号 

〇田村議長 日程第18、議案第13号 浦幌町立学童保育所の設置及び管理等に関する条例

の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 議案第13号 浦幌町立学童保育所の設置及び管理等に関する条例の

一部改正について。 

 浦幌町立学童保育所の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24年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町立学童保育所の設置及び管理等に関する条例の一

部を改正する条例。 

 浦幌町立学童保育所の設置及び管理等に関する条例（平成11年浦幌町条例第30号）の一

部を次のように改正する。 

 本条例の改正につきましては、説明資料に基づきまして説明させていただきます。説明

資料24ページをごらん願います。 

 改正の趣旨でございますが、児童福祉法の一部改正に伴いまして引用根拠法令が変更に

なることから、改正をするものでございます。 

 改正の内容につきましては、本条例において児童福祉法の条文を引用していますが、児

童福祉法の改正により引用先が変更になることから、当該条文について改正するものでご

ざいます。なお、児童福祉法の改正においては、引用根拠法令の引用先の内容の変更はご

ざいません。 

 第１条は、放課後児童健全育成事業の利用を促進するための学童保育所の設置に関する

規定でございます。 

 第４条は、保育の対象児童に関する規定でございます。 
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 施行期日につきましては、平成24年４月１日から施行するものでございます。 

 以上で説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第13号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１９ 議案第１４号 

〇田村議長 日程第19、議案第14号 浦幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部改

正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 議案第14号 浦幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部改正につ

いて。 

 浦幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定め

る。 

 平成24年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。浦幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正

する条例。 

 浦幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例（平成13年浦幌町条例第８号）の一部を次の

ように改正する。 

 第３条第２号中「（知的障害児通園施設に通所している者を除く。）」を削る。 

 第６条に次のただし書を加える。 

 ただし、浦幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例（昭和

48年浦幌町条例第34号）の対象となる乳幼児等の医療費については、同条例に基づき助成

される額を控除した額とする。 

 附則、この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

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

説明資料26ページをごらんおき願います。まず初めに、改正の趣旨でございます。本条例
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により中学生以下の乳幼児等の医療費に関する経費について助成しておりますが、児童福

祉法の一部改正に伴い、北海道医療給付事業における関連条項の改正及び重度心身障害者

及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の対象となる乳幼児等の医療費の助成に

ついて条文を追加するため、浦幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する

ものでございます。 

 ２、改正の内容でございます。①としまして、第３条第２号後段「（知的障害児通園施設

などに通所している者を除く。）」を削除するものでございます。第３条第２号では、医療

費の助成の対象とならない重度心身障害者について規定しておりますが、例外として知的

障害児通園施設などに通所している方については受給対象者として規定しております。改

正児童福祉法により知的障害児通園施設等が障害児入所施設に名称等が変更されたことに

より、この例外規定の文言を北海道医療給付事業の改正の例に準拠して削除するものでご

ざいます。 

 ②としまして、６条、助成の範囲にただし書きを追加するものでございます。乳幼児等

の医療費につきましては、独自に中学生まで医療費の無料化を拡大し、助成事業を実施し

ておりますが、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費につきましては、原則北海道

医療給付事業に基づき助成されることになり、乳幼児医療では発生しない一部負担金が発

生することから、重度心身障害者及びひとり親家庭等の中学生以下の乳幼児等の一部負担

金について本条例に基づき医療費を助成することを明記するものでございます。 

 27ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。第３条におきましては、受給

資格者を規定してございます。第３条の２号の括弧書きを削除するものでございます。 

 また、第６条、助成の範囲の後段にただし書きを追加するものでございます。 

 施行期日につきましては、平成24年４月１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14号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２０ 議案第１５号 
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〇田村議長 日程第20、議案第15号 浦幌町障害福祉計画・障害者計画策定審議会設置条

例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 議案第15号 浦幌町障害福祉計画・障害者計画策定審議会設置条例

の一部改正について。 

 浦幌町障害福祉計画・障害者計画策定審議会設置条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり定める。 

 平成24年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町障害福祉計画・障害者計画策定審議会設置条例の

一部を改正する条例。 

 浦幌町障害福祉計画・障害者計画策定審議会設置条例（平成18年浦幌町条例第３号）の

一部を次のように改正する。 

 第１条中「第９条第３項」を「第11条第３項」に改める。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 本条例の改正につきましては、説明資料に基づきまして説明させていただきます。説明

資料の28ページをごらん願います。 

 改正の趣旨でございますが、障害者基本法の改正に伴い、当該条例条文の引用先が変更

となることから、改正するものでございます。 

 改正の内容につきましては、本条例において障害者基本法の条文を引用していますが、

障害者基本法の改正により引用先が変更となることから、当該条文について改正するもの

でございます。なお、障害者基本法の改正においては、引用根拠法令の引用先の内容の変

更はございません。 

 第１条は、浦幌町障害福祉計画・障害者計画策定審議会の設置の目的に関する規定でご

ざいます。 

 施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございます。 

 以上で説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 条例の改正部分についての直接的な質問ではございませんけれども、障害者、

障害という言葉の表記のことについて伺いたいと思うのですが、障害という言葉の表記の

仕方について道のほうで18年の２月15日より障がいの平仮名表記を試行的に実施しますと

いうもの出ているのです。ちょっと調べさせてもらいました。浦幌町は、私いろんな文書

見る中で結構配慮して平仮名表記のある部分もあります。先ほど午前中、町長の執行方針

の中でも法律文書にかかわる部分と個人を指す部分の平仮名表記と適切に使い分けをして

あったように思います。そういう中で、浦幌町の中で準用している何かの規定を持ってや
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っているのか。例えば福祉課だけでなくて町民課なんかもかかわる部分たくさんあります

ね、そういうことの平仮名表記の統一をするような基準として何かあるのかなということ

で伺ってみたいと思うのですが、先ほど申し上げたように障害のある言葉が単語あるいは

熟語として用いられ、前後の文脈からして人や人の状況をあらわす場合は平仮名表記とす

ると、それから法令や固有名称などの表記については従来どおりの漢字表記をするという

ふうに道のほうで出していますよね、それは当然ご存じだと思うのですが、浦幌町として

の対応、どこかにそういうものを持って対応しているのか、障害計画とか、計画が満度に

きているはずですから、障害者計画等の表記についても重要な一般の委員も町民に対して

もそういうことが徹底しないと、どういう意味でこれ使い分けしているのだということに

なると思うのです。その辺についてちょっと伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 ただいまのご質問の件ですけれども、障害のガイの字の表記につき

ましては、現在杉江議員のおっしゃるとおり漢字の字の印象の悪さ、あるいはマイナスイ

メージを与えるというようなことで、道でも平仮名表記ということの試行ということで行

っているということで、浦幌町におきましても平成18年、浦幌町障害福祉計画・障害者計

画の策定におきまして、この計画書の作成以降、障害のガイの字につきましては平仮名の

表記としています。また、条例、規則の中では障害の表記のあり方につきましては浦幌町

障害福祉計画・障害者計画策定審議会設置条例を制定しておりますけれども、障害者基本

法あるいは障害者自立支援法等の国の法律は漢字表記でございます。法律上障害のガイを

平仮名表記に改められたものではございませんので、本町においての本審議会設置条例の

制定及びほかの条例、規則等の障害の表記については漢字表記となってございます。ただ、

今杉江議員のおっしゃいました試行という中身で浦幌町も保健福祉課の分野の中では実施

しております。町全般において、障害あるいは障害を持っている方と、人と特定されるよ

うな場合の障害のガイの字の使い分け、表記の仕方については統一的なものは今現在あり

ません。条例、規則の中ではほとんどが法律に基づいて規定されているそのものを法令用

語等を使っている状態で、保健福祉課以外のところに保健福祉サイドからガイの表記の試

行については統一は現在していない状態にあります。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 保健福祉課の処理についてはほぼ徹底しているようですけれども、冒頭申し

上げましたようにほかの課あるいは町全体の扱いとしてその辺のことをきちっと統一し

て、きょうの議案の中を見ましても町民課の議案の中で見ますと、これはどうなのかなと、

今の基準で照らし合わせると表記は平仮名のほうが適切でないかなと思う部分も多々ある

のです。その辺のことを浦幌町としては各部署統一して、平仮名表記はこういう部分をし

ますと、漢字表記は法律的な、あるいは用語については漢字表記、従前どおりとしますと
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いうような基準をきっちりしないと、見た人がどうしてこればらばらなのということにな

りますよね。福祉課だけというのは皆さんわかりませんから、そういうことはやっぱり取

り組みとしてはうまくないのではないかということで、私も道外ですけれども、ほかの市

の取り組みも見ましたけれども、ほぼこれに従ってというか、道に従っているわけでない

ですけれども、そういう時代の趨勢というか、言葉遣いを慎重にするということで取り扱

っているところが結構あるようです。 

 チャレンジドという言葉を聞いたことあると思うのですが、私はたまたまラジオを聞い

ていてこの言葉を聞いたのです。横文字でチャレンジドということで、障がい者の民間グ

ループはそういう言葉使って障がい者のグループだということをやっている。横文字表記

で活動をやっているところがありまして、私も聞いたことがあるのです。それはまだ定着

しないとしても、浦幌町での取り扱いについてきちっと何らかの標準的扱い基準というも

のを設置すべきでないかなと私は思うのです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 ただいまのご意見のとおりだと思います。統一されたところで進め

ているということであれば、一貫した形で障害のガイ、これから取り組んでいかなければ

ならないと思います。また、障害のガイの表記のあり方ということで国でも今協議、ご審

議をいただいているところでありますけれども、もともと健常者と相対する言葉として障

害者というところの表記がございます。現在は障害のガイという字が人に対して害を与え

るイメージが悪いという意味があるということでございますが、もともと障害のショウも

害がある、あるいは差しさわりのあるという意味であるがために、今回チャレンジド、あ

るいは字そのものをかえたらどうだとか、いろいろ今ご審議されているところだと思いま

す。今後、条例、規則等も法令に従いまして整備されていることと思いますけれども、通

常の業務の中で、あるいは地域住民の皆様に周知していく言葉の中に障がいあるいは障が

い者、障がいを持っている方、障がいのある方だとか、そういう場合の表記については庁

舎内、役場内統一した取り組みで進めていきたいと思いますので、ご理解のほどよろしく

お願いいたします。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 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15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） 
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〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第１５号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２１ 議案第１６号 

〇田村議長 日程第21、議案第16号 浦幌町介護保険条例の一部改正についてを議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 議案第16号 浦幌町介護保険条例の一部改正について。 

 浦幌町介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 平成24年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町介護保険条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町介護保険条例（平成12年浦幌町条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 本条例の提案内容につきましては、条文の朗読を省略させていただき、議案説明資料に

より説明させていただきます。議案説明資料30ページをごらんいただきたいと思います。

改正の趣旨でございます。浦幌町老人保健福祉計画・介護保険事業計画策定審議会より答

申をいただき、介護保険事業計画をもとに平成24年度から26年度までの保険料を改正する

内容でございます。また、介護保険法施行令の一部改正により、保険料負担段階第４段階

においてその基準額に乗じる標準割合を同じく平成24年度から平成26年度まで軽減するこ

とができる特例が規定されたことから、保険料負担段階第４段階について保険料の軽減を

規定するものでございます。 

 ２としまして、改正内容でございます。（１）としまして、保険料率の改正でございます。

保険料率につきましては、第８条においてうたってございます。保険料基準額につきまし

ては月額4,300円から4,500円とし、各段階の年額保険料を改正するものでございます。各

段階の年額保険料につきましては、次の表のとおりでございます。段階は、第１段階から

第６段階までの構成となってございます。また、保険料については、年額の記載というこ

とでございます。第１段階につきましては、対象者は老齢福祉年金受給者、被保護者でご

ざいます。改正前保険料につきましては年額２万5,800円、月額2,150円から改正後保険料、

年額２万7,000円、月額2,250円となり、年額1,200円、月額100円の増でございます。第２

段階につきましては、対象者は住民税非課税世帯で本人の公的年金収入と合計所得金額の

合計額が80万円以下の方、改正前保険料につきましては年額２万5,800円、月額2,150円か

ら改正後保険料は年額２万7,000円、月額2,250円となり、年額1,200円、月額100円の増と

いうことになります。第３段階につきましては、対象者は住民税非課税世帯で上記に該当

しない方でございます。改正前保険料は年額３万8,700円、月額3,225円から改正後保険料

は年額４万500円、月額3,375円となり、年額1,800円、月額150円の増でございます。第４

段階につきましては、対象者は住民税課税世帯で本人が住民税非課税の方でございます。
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改正前保険料は年額５万1,600円、月額4,300円から改正後保険料は年額５万4,000円、月額

4,500円となり、年額2,400円、月額200円の増でございます。第５段階につきましては、対

象者は本人が住民税課税で前年の合計所得が190万円未満の方でございます。改正前保険料

は年額６万4,500円、月額5,375円から改正後保険料は年額６万7,500円、月額5,625円とな

り、年額3,000円、月額250円の増でございます。第６段階につきましては、対象者は本人

が住民税課税で前年の合計所得金額が190万以上の方でございます。改正前保険料は年額７

万7,400円、月額6,450円から改正後保険料、年額８万1,000円、月額6,750円となり、年額

3,600円、月額300円の増でございます。この年額保険料の算出方法につきましては、次の

米印以下に記載のとおりでございますけれども、100円未満の端数があるときはこれを切り

捨てる内容でございます。 

 次のページを見ていただきたいと思います。（２）としまして、第４段階の軽減について

でございます。本条例附則第２条でうたってございますけれども、第４段階につきまして

はその軽減を図る内容でございます。軽減と通常ということで次の表に記入してございま

す。第４段階において、標準割合通常1.0ですけれども、住民税課税世帯で本人が住民税非

課税の方のうち本人の公的年金収入と合計所得金額の合算額が80万以下の方については標

準割合を0.9とし、その保険料につきまして年額４万8,600円、月額4,050円となり、通常の

方の保険料と比較して年額で5,400円、月額450円の軽減を図るものでございます。 

 ３としまして、施行期日につきましては、平成24年４月１日からということでございま

す。 

 なお、新旧対照表については、32ページ、33ページをご参照願いたいと思います。 

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

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。 

 ２番、差間議員。 

〇差間議員 質問いたします。 

 第５期の介護保険の計画につきまして、介護給付費の準備基金等積立金、これを取り崩

したり、介護保険料の上昇にブレーキをかけて、そういう努力は本当に私たちもそうある

べきだと思って見ております。それで、北海道のほうに拠出しております財政安定化基金、

これどのぐらいの金額になっているのでしょうか、現在で。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 今質問ありましたことにお答え、説明させていただきます。 

 北海道介護保険安定化基金の拠出金でございますけれども、平成12年度から14年度を第

１期、15年度から17年度を第２期、18年度から20年度を第３期としまして、本町といたし

ましては875万601円ほど拠出してございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 この第５期の計画に関しまして、やっぱり国のほうも全国的にこの介護保険
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料のアップに悩んでいる自治体が多いということで、基金を取り崩してはどうだというこ

とで、去年の６月あたり法改正になっているのですけれども、これは北海道でもこの法律

に基づいてそういう取り崩しも出てくると思うのですけれども、財政安定化基金拠出金、

この取り崩しによって第５期の計画に影響は出てくるのでしょうか、介護保険料に関して。 

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基金の関係の取り崩し含めまして、北海道全体で多

分143億でしたか、基金積み立てがございます。この基金につきましては、当初の目的がそ

れぞれの市町村において保険料の納付率が急激に下がったり、給付費等が急激に伸びて特

別会計において歳入歳出が赤字になったときのために、借り入れができるということで基

金を積み立ているものでございます。その中で今回北海道のほうから、その基金のうち約

３分の１ですか、全体の３分の１、その経過におきましては、昨年かおととし、その基金

には国、道、各市町村がそれぞれ拠出してございますが、国からの拠出金もあるというこ

とで国のほうの検査が入りまして、その中において、北海道においてそれだけの基金を積

んでおいても今の段階で借り入れ等がないということで、その一部を市町村なり国、道な

りに戻してはどうかと、その使い道を検討しなさいというふうなお話があったというふう

に聞いてございます。それを受けまして、北海道のほうとしては今回、ちょっと細かい数

字はあれですけれども、うち３分の１を基本的に取り崩すということになってございます。

そのうち市町村に取り崩した額が来てございますが、それは各市町村において第５期の介

護保険料の値上げというか、利用料の抑制のために使っていいですよということで聞いて

ございますので、うちの独自の基金の繰り入れ、あわせまして道が管理している基金から

の繰り入れにより介護保険料の抑制をしてございます。一応今のところ交付暫定額という

予定額でございますが、574万6,112円ほど交付される予定でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 私も保険料につきまして質問したいと思いますけれども、保険料の基準額、

4,300円から4,500円ということで200円のアップということで、実際新聞報道等を見まし

て、浦幌がよくこの200円ぐらいでおさまったなというふうに、今同僚議員も言われたよう

に保険料が少ないことは町民だれもが、決して安いことに文句を言う人もいませんし、そ

れはいろんなそういう基金の取り崩し等、そういった形の中でこういう金額になったとい

うことですから、それはそれでいいのですけれども、私が心配していたのは今後です。こ

れから高齢化社会迎えて、この保険料という部分が、基金なんていうのはいつまでもある

ものではないですから、今回はこれでいいですけれども、この次とかという部分になった

とき、基金も何もないからということでまたがんと上がってしまったときに、そのときに

町民の理解というものはどういうふうになるのかなという、そういう心配をしているので

す。そうならないように取り越し苦労に終わればいいのですけれども。そもそも当初
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4,300円というこの金額が出たときに町民皆さん言っていたのです、高いなと、浦幌は高い

なと言っていたのです。しかし、浦幌が高いのはそれなりの施設が町にあるのですよと、

ただ高いのではないのですよと、浦幌はそれだけ充実した設備がある、そういう町は高い

のですと、だからしようがないのだよというような、ある程度そういった理解をしていた

のです、実際そういう施設があるわけですから。今回きたときに、その施設は今もあるわ

けですから、4,300円のこのときにも、まだまだそういう施設に入りたいという人がいると、

しかし新しい施設をつくるとまたそれは介護保険料に反映されてしまうのだよと、だから

欲しいという気持ちはわかるけれども、それをつくるということは介護保険料に反映され

てしまうという、この痛しかゆしがあるのだと、だからどんどんつくればいいということ

にはならないのですよと、それはすなわち町民の負担にも反映されますよと、こういうよ

うな認識であったと思うのです。 

 今回200円、基準額の200円という部分について、そういう基金を取り崩して、道の部分、

今説明があったような形でやっているのはいいのですけれども、でもやっぱり浦幌という

のはほかのまちに比べたらそういうような町なのです。そういった意味での施設には恵ま

れた町である。というのであれば、私はそれなりの負担もせざるを得ないだろうと、これ

からの高齢化社会を踏まえたときには。ここでぐっと絞り込んでも、後でまたその反動が

くるようなことではかえって町民の理解が得られないのでないかなというような心配をし

ているのです。ここら辺のこの金額というものは、その辺の部分というのも審議委員の皆

さん方からも、当然この料金のことは一番の議題の内容になったと思います。その辺も全

部含めて答申をいただいているということだと思いますので、この辺の部分についていま

一度、その審議の内容も含めて、この金額になったのだというような経過も含めての説明

をいただければというふうに思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 今議員から質問がありましたことに説明させていただきますけれども、

大変心配していただいてありがたいというか、今お話がありましたように第４期では十勝

管内で上から２番目の保険料であったということで、非常に高いというようなご指摘もあ

りました。今回、うちの中で施設にも恵まれているのは当然そうでございますが、今回の

計画を立てるに当たっては、その施設に入居した人だけでなくて、在宅含めていろんな部

分の今後のサービス量なりを見込んでございます。その中で、サービス見込み量に対して

保険料を最終的に算定するということになりますけれども、今言われたように施設だけで

なくて、そういう部分見込んでいるということが１つだと思います。確かに施設が浦幌に

あることによって、また今後施設がもしできた場合、当然１人入居するたびに20円なり30円

が上がるということにはなろうかと思いますけれども、その辺については施設の新規の部

分については計画の中でもご説明したように今のところは抑制されているような形でござ

います。ただ、あくまで保険料を算定するに当たっては、それ以外の施設に入居している
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方のサービス量が今後かかっていくだろう、あと当然高齢化率にもよりますし、そのサー

ビス量を見込んだ中でそれぞれ給付を出してございます。それに伴う保険料を算定してい

るということで、今言われましたように今回第５期では4,500円、上がり幅が少ない中で、

それは町民の方は喜ぶでしょうということでしょうけれども、第６期以降上がった場合ど

うするのだという、当然そういうような心配はあろうかと思いますけれども、ただ保険料

を算定する段階において基金を残すような保険料というのはなかなか設定するのは難しい

というふうに考えてございます。 

 今回十勝管内においても5,000円を超える予定のところがあります。まだ確定ではござい

ません。そこは、基金がないというような状況も聞いてございます。ただ、まだ未確定な

のは、基金ないよと言いながら、各町村に情報が提供される段階で基金ないと言っていた

のだけれども、いざ保険料決めるときになると基金が入っていたりとかというようなとこ

ろあって、まだその金額でいくのかどうかというのはわかりませんし、基金どれだけ持っ

ているかというのはそれぞれまだ正式な公表はされておりませんので、ただ、今言われた

ような心配、当然今後給付が伸びてくればあり得るでしょうし、給付が今計画しているよ

りも伸びなければ、それで基金ができるということになりますし、今回の計画の中で町の

ほうでは適正なサービス見込み量を出しまして、それに対して審議会等で審議をいただい

て、それに伴う保険料がこういう形ということで一応答申をいただいたということになっ

てございますので、それについてはご理解願いたいと思います。確かに次どうなるかとい

うのはまだわかりませんし、今後の高齢化率もそうですし、今後給付がどういうふうに伸

びていくかということが一番のあれだというふうに思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 今言われるように、新しく次の計画をするときには基金を残してはいけない

というわけではないのですよね、残してはだめなのですか。基金というのは必ず、今回も

24年から26年ですから、この間は残していいけれども、次には持ち越してはいけないのだ

と、そこでは基金をあくまでもゼロにしなければならない、なるほど、そういうことです

ね。そういったことで、そうすると、今も言いましたけれども、浦幌は今まで上から２番

目だったのが今度は10番目になったというような説明だったと思うのです。ということは、

当初の4,300円というものが余りにも背伸びし過ぎたのでないのかなというような、では何

でそんなに基金が残るのだと。今回よそが5,000円までいってしまうといった上げ幅が、だ

からよそもそういう形で組んできて、よそは5,000円までどんといくのに浦幌が200円とい

うのが、ここら辺の理解というものが私はちょっとできないと思うのです。ここら辺の金

額の設定の部分というものを、この辺をきちっと理解してもらうようにということ、これ

答申にもたしかありましたですよね、この部分、金額がなぜこういう金額になるのだとい

うことをきちっと町民の方にも理解という部分があって、たから要するに今言うようにも

ともと4,300円というのはこういうことだったのだと、それが基金もあって、次のときは
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200円、4,500円になるのだと、ここら辺の部分ですよね。今言う基金を持ち越してはいけ

ないということ、そういうこともきっと町民もわからないでしょうし、そういった部分の

金額の根拠になる部分というもの、この辺をもうちょっと町民にわかりやすく、わかるよ

うに説明をいただければというふうに思いますので、金額の部分については、これは答申

もいただいている、その上でのことですから、そのことについてはこの金額がどうだこう

だということではないのですけれども、その部分について町民にわかりやすく、こういう

ことだからこの金額なのだよと、こういう部分の説明を求めたいというふうに思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 介護保険料の算定、これは大変難しい部分があると思います。本当は、基金

残らないでプラス・マイナス・ゼロ、３年間でゼロというのが一番望ましい姿だと思いま

す。基金が残るということは、３年間その分だけ介護保険料をいただいているということ

なのです。当初4,300円の予算していたのだけれども、それ以上に、当初予算で想定したよ

り給付が少なかったと、そのために2,600万残ったのだということだろうというふうに思い

ます。4,500円になったら今度はちょうどプラス・マイナス・ゼロという想定のもとでやる

わけですから、３年間ちょうどそれでおさまれば一番いいのですけれども、それが極端に

給付がふえた場合については赤字になってくる。減った場合については、基金として積み

上げてくるということです。だから、我々としてはできるだけ給付にならないように、介

護の皆さんの需要がそれほど大きくならないように政策としてやっていくということが必

要で、執行方針でも申し上げましたように、介護度がつかないようにお年寄りの皆さんに

元気になっていただくというのが一番肝心なことだろうというふうに思います。そういう

面では、4,500円ということを想定をいたしました。 

 ほかのところが上がったというのは、基金をもっともっと大きく持っているところも実

はあります。ないところもあります。そういう中で、施設が急に伸びたところについては

どうしても介護保険料が積算の上で高くなってしまったり、いろいろそのまちの事情があ

るだろうというふうに思いますけれども、私どもの町としてはいろいろ積算した中で今

200円増加ということになりますけれども、この中で３年間、基本的にはプラス・マイナス・

ゼロと想定した中で、計算上はプラス・マイナス・ゼロで推移できるのではないのかなと。

ただ、今言ったようにできるだけ介護需要がないようにいろんな政策の中で抑えていきた

いなというところだというふうに思います。そういう面では、これが絶対正しくて、間違

いなくプラス・マイナス・ゼロになるよということにはなかなかならないと思いますけれ

ども、今お年寄りの人数とかいろんな、施設の数とか、そういうものを想定した中ではや

っぱり4,500円でおさまるのではないかというふうに想定して答申をいただいたというこ

とです。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。  

（「なし」の声あり） 
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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。 

 反対討論ですか。 

（「はい」の声あり） 

〇田村議長 どうぞ。 

〇差間議員 この介護保険が…… 

（「議長、登壇」の声あり） 

〇田村議長 差間議員、反対討論、これは演壇で。 

〇差間議員 このたび第５期の３年間の計画が策定されるまでに町の方たちの努力、本当

に私も認めます。ただ、町内でいろいろお年寄りの方たちとお話ししたり、また私のよう

に介護保険を負担する世代の方たちと話ししておりますと、やっぱり国保税もろもろもい

ろいろ上がっております。それから、年金を使わず我慢しながら生活されているという方

もいろいろおります。介護保険料、これが今値上がりするだろう、月に直しますと200円、

150円、また第１段階の方ですと100円という金額になっておりますが、このお金も何とか

ならないかという声がやはり聞こえております。私としては、安心して住むことのできる

浦幌町、こういうものを目指していくのがやっぱり我々の務めだと思います。それで、浦

幌町の介護保険条例の金額には私は反対して、できれば現状維持でやっていただきたい、

そういうふうに反対意見を述べさせていただきます。 

 皆さん、よろしくお願いします。 

〇田村議長 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 私は、本議案に対して賛成の討論をさせていただきたいというふうに思って

おります。 

 これからの浦幌町において少子高齢化が進む中、介護保険については今回浦幌町におい

ても介護保険事業計画策定の審議会の答申をされたこの金額でもございます。この審議に

ついては、審議会の皆様方がいろんな議論の中で誠心誠意をもって議論の中で出した金額

であり、また今回のこの金額は、私今も質問いたしましたけれども、200円というアップの

金額については町の基金を繰り入れたりしながらの金額であり、ほかのまちに比べても決

して高い金額ではないというふうに思います。これからの状況を踏まえたときに、今回の

基準額の4,500円という金額は妥当な金額だというふうに判断をいたしますので、私はこの

条例案に賛成をしたいと思いますので、議員各位のご協賛を賜りますようよろしくお願い

をいたします。 

〇田村議長 ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで討論を終わります。 

 これより議案第16号を採決いたします。 
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 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16号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２２ 議案第１７号 

〇田村議長 日程第22、議案第17号 浦幌町地域包括支援センター設置条例の一部改正に

ついてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 議案第17号 浦幌町地域包括支援センター設置条例の一部改正につ

いて。 

 浦幌町地域包括支援センター設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 平成24年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町地域包括支援センター設置条例の一部を改正する

条例。 

 浦幌町地域包括支援センター設置条例（平成18年浦幌町条例第39号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１条中「第115条の45第２項」を「第115条の46第２項」に改める。 

 第２条中「法第115条の45第１項」を「法第115条の46第１項」に改める。 

 第６条第１号中「法第115条の44第１項第２号」を「法第115条の45第１項第２号」に改

め、同条第２号中「法第115条の44第１項第３号」を「法第115条の45第１項第３号」に改

め、同条第３号中「法第115条の44第１項第４号」を「法第115条の45第１項第４号」に改

め、同条第４号中「法第115条の44第１項第５号」を「法第115条の45第１項第５号」に改

める。 

 附則、この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

 本条例の改正につきましては、説明資料に基づきまして説明させていただきます。説明

資料33ページをごらん願います。 

 改正の趣旨でございますが、介護保険法の改正に伴い、当該条例の条文の引用先が変更

になることから、改正を行うものでございます。 

 改正の内容につきましては、本条例において介護保険法の条文を引用していますが、介

護保険法の改正により引用先が変更になることから、当該条文について改正をするもので

ございます。なお、介護保険法の改正におきましては、引用根拠法令の引用先の内容の変

更はございません。 

 説明資料34ページの新旧対照表をごらん願います。第６条中、改正後、第１号に関係す

る部分につきましては介護予防マネジメント事業、第２号は総合相談支援事業、第３号は
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虐待防止及び権利擁護事業、第４号は包括的マネジメント事業に関する規定ということで、

第６条の規定の改定もございます。 

 施行期日につきましては、平成24年４月１日から施行するものでございます。 

 以上で説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第17号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２３ 議案第１８号 

〇田村議長 日程第23、議案第18号 浦幌町有林野管理条例の一部改正についてを議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 議案第18号 浦幌町有林野管理条例の一部改正について。 

 浦幌町有林野管理条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 平成24年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町有林野管理条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町有林野管理条例（昭和38年浦幌町条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第11条の見出しを「（森林経営計画）」に改め、同条中「森林施業計画」を「森林経営計

画」に改める。 

 附則、この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

 議案説明資料35ページをごらん願います。改正の趣旨は、森林法の一部を改正する法律

の施行により、森林法の規定を引用している字句について所要の改正を行うものでござい

ます。 

 改正の内容は、第11条の見出しを「（森林経営計画）」に改めることと条文中に森林法第

11条の規定を引用している「森林施業計画」を「森林経営計画」に改めるものでございま

す。 

 議案説明資料36ページには参考として新旧対照表をつけておりますので、ご参照いただ
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きたいと思います。 

 次に、この一部改正条例の施行期日は、森林法の一部を改正する法律の施行期日と同じ

く平成24年４月１日とするものでございます。 

 以上で議案第18号 浦幌町有林野管理条例の一部改正についての説明を終了させてたい

ただきますので、よろしくご審議を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。 

（「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18号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２４ 議案第１９号 

〇田村議長 日程第24、議案第19号 浦幌町営住宅条例の一部改正についてを議題といた

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 議案第19号 浦幌町営住宅条例の一部改正について。 

 浦幌町営住宅条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 平成24年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。浦幌町営住宅条例の一部を改正する条例。 

 本条例案につきましては、条例の条文の朗読を省略させていただき、議案説明資料に基

づき説明をさせていただきます。議案説明資料37ページをごらんおき願います。浦幌町営

住宅条例の一部を改正する条例説明資料。最初に、１項目め、改正の趣旨でございますけ

れども、平成23年５月２日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推

進を図るための関係法律の整備に関する法律により公営住宅法が一部改正され、平成24年

４月１日より施行されることになりました。その改正内容につきましては、①、整備基準

について、国土交通省令で定める基準を参酌して事業主体が条例で定めることができるこ

ととしました。②、同居親族要件の廃止について、施行日をもって廃止となりました。③、

入居収入基準について、事業主体が条例で定めることができることとしたなど３つの基準

等について行われたところでございます。①の整備基準と③の入居収入基準につきまして
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は、法施行の経過措置が設けられておりまして、今後示される法改正後の政省令等の内容

などを見きわめる必要があると判断いたしまして、平成24年度中のしかるべき時期の改正

を予定してございます。同居親族要件につきましては、法施行日の平成24年４月１日をも

って廃止されることから、平成24年２月13日開催の町営住宅運営委員会で審議した結果、

改正後においても同居親族を原則要件とすることとなりました。単身者については、引き

続き一定の入居制限を行うことが妥当との判断が示されたことから、町営住宅における現

行の入居者資格を継続することとし、必要な一部改正をするものです。 

 次に、２の改正内容につきましては、次の39ページから43ページの条例改正新旧対照表

をもって説明させていただきますので、39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。 

 改正前の第６条中で規定されていました「として令第６条第１項で定める者」は、引用

していた公営住宅法施行令が改正され、削除するものでございます。 

 第６条第１項第２号アにつきましては、同じく引用していた入居資格のうち裁量階層に

おける収入基準を適用する障がいの程度等及び収入基準額の経過措置対応による従来金額

に置きかえをする規定として「令第６条第４項で定める」を「特に居住の安定を図る必要

があるものとして次に掲げるものである」に改め、「令第６条第５項第１号に規定する金額」

を「21万4,000円」に改め、同条第２号アに次の（ア）から（ウ）を加えるものでございま

す。 

 次のページをお開き願います。第６条第１項第２号イ中につきましては、同じく引用し

ていた「令第６条第５項第２号に規定する金額」を「21万4,000円（当該災害発生の日から

３年を経過した後は、15万8,000円）」に改め、同号ウ中「令第６条第５項第３号に規定す

る金額」を「15万8,000円」に改めるものでございます。 

 第６条第２項につきましては、引用していた入居資格の同居親族要件の適用除外項目の

１号から８号を規定して、40ページから41ページの説明資料のとおり条例を明記したもの

でございます。 

 42ページをお開き願います。第６条第３項につきましては、第６条第２項のただし書き

に規定する者に該当するかどうか判断するため、当該職員に調査させることができる規定

を新たに明記したものでございます。 

 第７条第１項及び第２項につきましては、第６条の改正に係る規定の整備に伴い、改め

たものでございます。 

 次のページをごらんおき願います。第53条第２項につきましては、同じく第６条の改正

に係る規定の整備に伴い、「第６条第２号中」を「第６条第１項第２号中」に改め、公営住

宅法施行令及び住宅地区改良法施行令改正に伴い、「「令第６条第５項第１号」及び「令第

６条第５項第３号」とあるのは「改良法施行令第12条第１項」と」を「アの「21万4,000円」

とあるのを「13万9,000円」に、ウの「15万8,000円」とあるのを「11万4,000円」」に改め、

引用していた収入基準の経過措置により従来金額に置きかえする規定として改めたもので
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ございます。 

 附則第８項につきましては、同じく第６条の改正に係る規定の整備に伴い、「第６条」を

「第６条第１項」に改め、「同条第１号」を「同項第１号」に改めたものでございます。 

 議案説明資料38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、平成24年４

月１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。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19号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２５ 議案第２０号～日程第２６ 議案第２１号 

〇田村議長 日程第25、議案第20号 新たに生じた土地の確認について及び日程第26、議

案第21号 浦幌町の字の区域の変更については関連がありますので、一括して議題といた

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 それでは、議案第20号及び議案第21号について一括して説明

をさせていただきます。 

 議案第20号 新たに生じた土地の確認について。 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第９条の５第１項の規定により、浦幌町の区域内に

新たに生じた次の土地を確認する。 

 平成24年３月５日提出、浦幌町長。 

 記、場所、浦幌町字厚内225番及び226番地先の公有水面埋立地、面積363.51平方メート

ル。 

 議案第21号 浦幌町の字の区域の変更について。 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条第１項の規定により、浦幌町の字の区域を次

のように変更する。 

 平成24年３月５日提出、浦幌町長。 
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 記、字の名称、浦幌町字厚内、変更する字の区域、編入する公有水面埋立地、字厚内225番

及び226番地先の公有水面埋立地、面積363.51平方メートル。 

 これらの議案につきましての内容説明につきましては、議案説明資料44ページをもって

説明させていただきます。44ページをごらんおき願います。新たに生じた土地の確認及び

浦幌町の字の区域の変更に関する説明資料、同じく議案第20号、21号の一括しての説明資

料となってございます。理由といたしましては、本埋め立て箇所につきまして、浦幌町厚

内地区にある厚内漁港内に位置しており、北海道が浦幌豊頃地区地域水産物供給基盤（厚

内漁港）整備工事により物揚げ場の補修及び岸壁の改良工事に伴う公有水面埋め立て工事

を実施してきましたが、本工事が平成24年１月５日に竣工したため、地方自治法第９条の

５第１項の規定により、議会の議決を経て、公有水面埋め立てにより新たに生じた土地の

確認を行うものでございます。また、公有水面埋め立てによって新たに生じた土地の確認

に関連し、浦幌町字厚内の区域の面積に当該土地分が加わったことから、地方自治法第

260条第１項の規定により、議会の議決を経て、浦幌町の字の区域の変更を行うものでござ

います。 

 土地の確認及び区域の変更の内容といたしまして、新たに生じた土地の確認でございま

す。浦幌町字厚内225番及び226番地先の公有水面埋立地363.51平方メートルでございます。

字の区域の変更についても同様の内容であります。また、その区域といたしましては、45ペ

ージに表示しております公有水面埋め立て位置図をもって凡例に示しております新たに生

じた土地として赤く表記をした部分でございます。 

 この効力の発生につきましては、地方自治法第260条第２項の規定による告示の日から発

生するというものでございます。 

 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。 

（「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。 

 最初に、議案第20号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第21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） 
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〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２７ 議案第２２号 

〇田村議長 日程第27、議案第22号 北海道市町村総合事務組合規約の変更についてを議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 議案第22号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について。 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第１項の規定により、北海道市町村総合事務

組合規約を別紙のとおり変更する。 

 平成24年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開きください。北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約。 

 北海道市町村総合事務組合規約（平成７年３月７日市町村第1973号指令）の一部を次の

ように変更する。 

 別表第２の１から７の項中「、上砂川町」を削る。 

 附則、この規約は、地方自治法第286条第１項の規定による総務大臣の許可の日から施行

する。 

 議案説明資料をもって説明させていただきます。変更の理由及び内容でございますが、

北海道市町村総合事務組合の組織団体である上砂川町の砂川地区広域消防組合の加入によ

り、消防関係の共同処理する事務について砂川地区広域消防組合において取り扱うことに

伴い、地方自治法第286条第１項の規定及び同法第290条の規定により、組合規約の一部を

変更するものです。 

 ２、施行期日は、地方自治法第286条第１項の規定による総務大臣の許可の日から施行す

るものです。 

 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、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22号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 
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 よって、議案第22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、暫時休憩をいたします。 

 

午後 ２時５０分  休憩 

午後 ３時０９分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第２８ 議案第２３号 

〇田村議長 日程第28、議案第23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。 

 お諮りをいたします。本議案は細分化して審議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、細分化して審議することに決定をいたしました。 

 初めに、17ページ、20款１項町債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 議案第23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１億178万3,000円を追加し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ58億1,783万6,000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。 

 （繰越明許費） 

 第２条 繰越明許費の追加は「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （債務負担行為） 

 第３条 債務負担行為の追加は「第３表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債） 

 第４条 地方債の変更は「第４表 地方債補正」による。 

 平成24年３月５日提出、浦幌町長。 

 ２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。 
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 次に、６ページをお開きください。第２表、繰越明許費補正、追加、２款総務費、１項

総務管理費、通学通光伝送路設備移設復旧工事費、70万円。６款農林水産業費、１項農業

費、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業、4,160万円。中浦幌地区担い手支援型畑

地帯総合整備事業、1,420万円。浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備事業、2,080万円。

浦幌地区農業体質強化基盤整備促進事業、8,940万円。合計で１億6,670万円でございます。 

 第３表、債務負担行為補正、追加、事項、資源物回収業務委託料、期間、平成23年度か

ら平成26年度、限度額2,499万円。農業経営基盤強化資金融通に伴う利子補給、期間、平成

23年度から平成36年度、101万1,000円。留真温泉指定管理委託料、平成24年度から平成25年

度、1,500万円。スクールバス運行業務委託料、平成23年度から平成25年度、5,908万8,000円。 

 第４表、地方債補正、追加、起債の目的、過疎対策事業、合計１億5,640万円。内訳、移

動通信用鉄塔施設整備事業、620万円が補正後510万円。患者輸送業務委託事業、補正前が

650万円が補正後640万円。乳幼児等医療費助成事業は、補正前は０円が1,320万円。中浦幌

地区担い手支援型畑地帯総合整備事業、補正前が1,850万が1,830万円。浦幌地区農業体質

強化基盤整備促進事業、補正前が０円が1,140万円。住吉０号通道路整備事業、補正前が

1,120万が1,110万円。通学通道路整備事業、補正前が1,480万円が1,520万円。相川北２号

線道路整備事業、補正前が560万円が補正後630万円。共栄統太線道路整備事業、補正前が

3,780万円が3,060万円。町道維持補修事業、補正前が０円が補正後1,120万円。保育施設環

境改善事業、補正前が０円が110万円。介護事業運営補助事業は、補正前が０円が1,130万

円。学校教育施設環境改善事業、小学校分が０円が670万円。次のページをお開きください。

学校教育施設環境改善事業、中学校分が補正前０円が150万円。幼稚園施設環境改善事業が

補正前０円が補正後80万円。体育施設環境改善事業、補正前０円が補正後550万円。給食セ

ンター調理施設環境改善事業、補正前０円が960万円。合計３億7,775万8,000円が補正後４

億4,245万8,000円。なお、起債の方法、利率、償還方法は、補正前と同じでございます。

この関係については、当初単費事業が過疎ソフト事業債の採択を受けることとなりまして、

当初見込みより6,470万円の増になります。ほかの関係につきましては、実績見込みにより

それぞれ追加、減額になるものでございます。 

 次に、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。 

 11ページをお開きください。２、歳入、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、補正額1,882万3,000円を追加し、2,663万8,000円、１節農業費分担金

1,882万3,000円の追加、中浦幌地区担い手支援型畑総及び浦幌地区担い手支援型畑総整備

事業受益者負担金、それぞれ396万の更正減、浦幌地区については678万3,000円の追加、こ

の関係につきましては確定及び繰越予算への移行でございます。説明資料68ページ、69ペ

ージに記載しております。浦幌地区農業体質強化基盤整備促進事業受益者分担金1,600万

円。この関係につきましては、説明資料70ページ、平成23年度国の補正予算において新設

されたもので、町全域の農地を対象とした排水不良対策として更新整備に係るものでござ

います。 
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 ２目総務費分担金43万5,000円を追加し、218万7,000円、１節総務費負担金43万5,000円、

地域情報通信基盤整備事業に係る移動通信用鉄塔施設整備費分担金でございます。43万

5,000円の追加でございます。説明資料53ページに記載しております。 

 ２項負担金、１目民生費負担金62万4,000円を追加し、１億2,540万8,000円、２節児童福

祉費負担金62万4,000円の追加、へき地保育所保育料、一時保育保育料、それぞれ実績見込

みにより50万、12万4,000円の追加でございます。説明資料47ページに記載しております。 

 ３目農林水産業費負担金24万6,000円を追加し、2,860万2,000円、１節農業費負担金24万

6,000円、食料供給基盤強化特別対策事業負担金（浦幌地区）の追加でございます。24万

6,000円でございます。説明資料69ページに記載しております。 

 ５目教育費負担金46万9,000円を減額し、2,300万7,000円、１節教育費負担金46万9,000円

の減額、学校給食負担金及び幼稚園給食負担金、それぞれ36万6,000円、10万3,000円の更

正減でございます。説明資料51ページに記載しております。当初見込みの児童生徒の減少

に伴うものでございます。 

 12款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料５万7,000円を減額し、33万2,000円、

１節町有バス使用料５万7,000円の減額、町有バス使用料、実績見込みによる５万7,000円

の減額でございます。 

 ２目民生使用料133万4,000円を追加し、2,645万9,000円、２節児童福祉使用料165万円の

追加、児童デイサービスセンター使用料、実績見込みによる165万の追加。説明資料47ペー

ジに記載しております。３節介護サービス使用料31万6,000円の更正減、介護予防サービス

計画使用料の31万6,000円の更正減でございます。説明資料47ページに記載しております。

実績見込みによる更正減でございます。 

 ３目衛生使用料19万を追加し、69万4,000円、１節保健衛生使用料19万の追加、葬斎場使

用料の実績見込みによる追加でございます。 

 次のページをお開きください。５目土木使用料19万3,000円を減額し、9,143万9,000円、

３節特定公共賃貸住宅使用料19万3,000円の減額でございます。説明資料47ページから48ペ

ージに記載しております。実績見込みによる減額でございます。 

 ６目教育使用料16万を追加し、452万9,000円、１節幼稚園保育使用料31万の追加。説明

資料48ページにございます。実績見込みによる追加でございます。４節保健体育使用料15万

の更正減、アイスアリーナ使用料の実績見込みによる更正減でございます。 

 ２項手数料、１目総務手数料２万5,000円を追加し、318万2,000円、１節総務手数料２万

5,000円の追加、住基カード交付手数料。説明資料48ページにございます。実績見込みによ

る追加でございます。 

 ２目衛生手数料、58万2,000円を追加し、863万9,000円、２節清掃手数料58万2,000円の

追加、ごみ処理手数料。説明資料48ページにございます。ごみ袋売却増に伴う58万2,000円

の増額でございます。 

 13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金2,194万1,000円を減額し、１
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億2,321万1,000円、１節子ども手当国庫負担金1,890万2,000円の更正減、子ども手当国庫

負担金の国と地方の負担割合の変更に伴う更正減でございます。説明資料48ページに記載

しております。２節障害者福祉費国庫負担金294万5,000円の更正減、補装具給付費国庫負

担金及び自立支援医療給付費国庫負担金のそれぞれ障害福祉事業に係る更正減でございま

す。補装具については11万円の更正減、自立支援につきましては282万5,000円の更正減で

ございます。説明資料56ページに記載しております。３節国民健康保険事業保険基盤安定

国庫負担金９万4,000円の更正減、国民健康保険事業保険基盤安定国庫負担金の更正減でご

ざいます。説明資料57ページに記載しております。 

 ２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金85万6,000円を減額し、801万1,000円、１節障害

者福祉費補助金59万5,000円の更正減、地域生活支援事業補助金の実績見込みによる更正減

でございます。説明資料56ページに記載しております。２節児童福祉費補助金26万1,000円

の更正減、次世代育成支援対策交付金の実績見込みによる26万1,000円の更正減でございま

す。説明資料49ページに記載しております。 

 ２目土木費国庫補助金1,683万1,000円を減額し、１億1,205万5,000円、１節土木総務費

補助金1,683万1,000円の更正減、社会資本整備総合交付金（地域活力基盤創造交付金）の

1,683万1,000円の更正減でございます。事業確定に伴う更正減でございます。 

 ３目教育費国庫補助金７万4,000円を追加し、15万7,000円、１節小中学校費補助金７万

4,000円の追加、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金の実績見

込みによる７万4,000円の追加でございます。 

 ４目農林水産業費国庫補助金6,232万を追加し、１億2,517万円、１節農業費補助金

6,232万の追加、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金35万の追加、浦幌地区農業体質強

化基盤整備促進事業補助金6,197万円の追加でございます。農山漁村活性化につきましては

説明資料67ページ、68ページ、浦幌地区農業体質強化につきましては説明資料70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3,000円を減額し、５万7,000円、１節総務費委託金3,000円

の減額、外国人登録事務委託金の実績見込みによる3,000円の更正減でございます。 

 ２目民生費委託金3,000円を追加し、188万3,000円、２節児童福祉費委託金3,000円の追

加、特別児童扶養手当事務費取扱交付金の実績見込みによる3,000円の追加でございます。 

 14款道支出金、１項道負担金、１目総務費道負担金360万6,000円を更正減し、1,147万

3,000円、１節地籍調査事業道負担金360万6,000円の更正減でございます。実績見込みによ

る更正減でございます。説明資料69ページに記載しております。 

 ２目民生費道負担金361万3,000円を減額し、7,776万3,000円、２節子ども手当道負担金

139万4,000円の更正減。この関係につきましては、説明資料49ページにございます。国と

地方の負担割合の変更に伴うものでございます。３節障害者福祉費道負担金147万3,000円

の更正減、補装具給付費道負担金及び自立支援医療給付費道負担金、それぞれの更正減で

ございます。説明資料56ページに記載しております。次のページをお開きください。４節
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国民健康保険事業保険基盤安定道負担金74万6,000円の更正減、国民健康保険事業保険基盤

安定道負担金の更正減でございます。説明資料57ページに記載しております。 

 ２項道補助金、１目総務費道補助金297万5,000円を更正減し、1,446万4,000円、１節総

務費補助金297万5,000円の更正減、地域づくり総合交付金10万円の更正減、無線システム

普及支援事業費等補助金287万5,000円の更正減、いずれも実績見込みによる更正減でござ

います。地域づくり交付金については説明資料49ページ、無線につきましては説明資料54ペ

ージに記載しております。 

 ２目民生費道補助金73万円を減額し、1,329万1,000円、１節社会福祉費補助金165万

6,000円の減額でございます。重度心身障害者医療費助成事業補助金150万円の更正減。説

明資料57ページから58ページに記載しております。地域生活支援事業補助金29万8,000円の

更正減。説明資料56ページに記載しております。障害者自立支援法円滑化特別対策事業補

助金14万2,000円の追加。説明資料56ページに記載しております。２節児童福祉費補助金

92万1,000円の追加、地域子育て創生事業補助金。この関係につきましては、説明資料50ペ

ージに記載しております。13万5,000円の追加でございます。子ども手当システム改修業務

補助金78万6,000円につきましては、説明資料50ページに記載しております。３節老人福祉

費補助金5,000円の追加、介護保険利用者負担軽減・減免費補助金、実績見込みによる

5,000円の追加でございます。この関係については、説明資料60ページに記載しております。 

 ３項衛生費道補助金78万3,000円を減額し、454万5,000円、１節衛生費補助金78万3,000円

の更正減、保健事業補助金。説明資料61ページから62ページにございます。49万5,000円の

追加となっています。子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例事業補助金127万

8,000円の更正減。この関係につきましては、説明資料63ページに載っています。実績見込

みによる減額でございます。 

 ４項労働費道補助金882万9,000円を減額し、2,265万4,000円、１節労働費補助金882万

9,000円の更正減、緊急雇用創出事業臨時特例交付金882万9,000円の更正減。説明資料65ペ

ージから66ページに記載しております。 

 ５目農林水産業費道補助金380万9,000円、5,259万5,000円でございます。１節農業費補

助金531万4,000円、農業経営基盤強化資金利子補給補助金５万円の減額、浦幌太地区基幹

水利施設管理事業補助金15万の減額、豊北地区基幹水利施設管理事業補助金６万6,000円の

減額、いずれも実績見込みによる減額でございます。食料供給基盤強化特別対策事業補助

金（浦幌地区）558万の追加。この関係については、説明資料69ページに載っています。２

節林業費補助金150万5,000円の更正減、森林整備地域活動支援交付金、実績見込みによる

49万6,000円の更正減。説明資料71ページに記載しております。森林整備加速化・林業再生

事業補助金100万9,000円の減額。説明資料54ページに載っています。定住・移住・交流推

進事業に係る実績見込みによる減額でございます。 

 ６目教育費道補助金６万5,000円を減額し、９万2,000円、１節社会教育費補助金６万

5,000円の更正減、学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業補助金、確定に伴
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う６万5,000円の減額でございます。 

 次に、３項委託金、１目総務費委託金186万6,000円を減額し、2,096万5,000円、１節総

務費委託金11万2,000円、北海道権限移譲事務交付金４万9,000円の更正減、旧オベトン川

環境整備工事支障物件移設補償委託金16万1,000円の追加。３節選挙費委託金197万9,000円

の更正減、知事道議選挙費委託金、確定に伴う197万9,000円の更正減でございます。４節

統計調査費委託金1,000円、人口動態調査事務委託金確定に伴う1,000円の追加でございま

す。 

 ３目農林水産業費委託金53万9,000円を減額し、1,717万2,000円、１節農業費委託金59万

7,000円の更正減、中山間地域等直接支払交付金、実績に伴う59万7,000円の更正減でござ

います。２節林業費委託金５万8,000円、北海道権限移譲事務交付金５万8,000円の追加で

ございます。 

 15款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入314万7,000円を追加し、3,226万

9,000円、１節土地建物貸付収入37万8,000円の更正減、実績見込みによる土地建物貸付収

入の更正減でございます。４節町有住宅貸付収入31万円の更正減、実績見込みによる31万

の更正減でございます。５節情報通信基盤整備貸付収入383万5,000円の追加、光伝送路貸

付収入383万5,000円の追加、説明資料54ページに記載しております。 

 次のページをお開きください。16款１項寄附金、１目指定寄附金10万円を追加し、768万

1,000円、１節指定寄附金10万円の追加でございます。 

 17款繰入金、２項基金繰入金、１目基金繰入金348万を追加し、3,689万9,000円、１節基

金繰入金348万円を追加、地域振興基金繰入金の追加でございます。この関係については、

定住・移住対策事業として説明資料54ページにございます200万円、それから雇用促進事業

として説明資料66ページにございます48万円、それから新規就農農業関係の促進事業、説

明資料67ページにございます100万円、合わせて348万の追加でございます。 

 19款諸収入、４項受託事業収入、２目民生費受託事業収入70万を追加し、105万円、２節

児童福祉費受託事業収入70万の追加、保育所広域入所受託事業収入70万の追加でございま

す。説明資料50ページにございます。町外から４名の受け入れが増になった関係でござい

ます。 

 次に、１目雑入438万7,000円を追加し、2,911万8,000円、４節雑入438万7,000円の追加、

資源ごみ再商品化合理化拠出金21万3,000円の更正減、実績見込みによる減額でございま

す。説明資料51ページにございます。北海道後期高齢者医療広域連合すこやか推進事業補

助金40万の追加。この関係については、説明資料51ページに記載しております。ＮＨＫケ

ーブルテレビ移行経費助成金420万の追加。この関係については、説明資料54ページに記載

しております。 

 20款１項町債、１目総務債110万を更正減し、２億3,755万8,000円、１節総務債110万の

更正減、移動通信用鉄塔施設整備事業債の更正減110万でございます。 

 ２目衛生債1,310万を減額し、1,960万円、１節保健衛生債1,310万円の追加、患者輸送業
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務委託事業債10万の更正減、乳幼児等医療費助成事業債1,320万の追加。 

 ３目農林水産業債1,120万を追加し、3,600万円、１節農業債1,120万の追加、中浦幌地区

担い手支援型畑地帯総合整備事業債20万の更正減、浦幌地区農業体質強化基盤整備促進事

業債1,140万の追加。 

 ４目土木債500万円を追加し、7,740万円、１節道路橋梁債620万の更正減でございます。

住吉０号通道路整備事業債10万円の更正減、通学通道路整備事業債40万の追加、相川北２

号線道路整備事業債70万の追加、共栄統太線道路整備事業債720万の更正減でございます。

２節町道維持補修事業債1,120万追加し、町道維持補修事業債1,120万の追加でございます。 

 ６目民生債1,240万を追加し、1,240万円、１節児童福祉債110万の追加、保育施設環境改

善事業債110万の追加。２節老人福祉債1,130万の追加、介護事業運営補助事業債1,130万の

追加。 

 ７目教育債2,410万を追加し、2,410万円、１節小学校債670万の追加、学校教育施設環境

改善事業債、小学校分670万の追加。２節中学校債150万の追加、学校教育施設環境改善事

業債、中学校分の150万の追加。３節幼稚園債80万の追加、幼稚園施設環境改善事業債80万

の追加。４節保健体育債1,510万の追加、体育施設環境改善事業債550万の追加、給食セン

ター調理施設環境改善事業債960万円の追加でございます。 

 以上で歳入の町債までの説明を終わらせていただきます。 

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。 

 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 繰越明許費にもあるのですが、農林水産業費で浦幌地区農業体質強化基盤整

備促進事業です。説明資料の70ページなのですが、この関係について予定工期が24年から

25年と２カ年ということです。今回繰越明許費で8,940万をやるということで、工事請負費

も8,460万ということになっておりますけれども、これの詳細といいますか、事業主体は町

なのか、どこなのか、入札については終わっているのか、終わっていないのか、その辺に

ついてちょっとお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 ただいまの安藤議員からのご質問にお答えしたいと思いますが、この事

業につきましては平成23年度国の補正予算、４次補正について農業の競争力、体質強化を

目的とした農業体質強化基盤整備促進事業という事業が新設されまして、それで本町とし

てもこの事業内容、定額補助で暗渠排水ができるということと、排水路の更新、いわゆる

改修工事ができると、これは定率補助というふうな形になっておりまして、昨年の12月の

29日に農協を通じて農協の組合員の皆さんには暗渠排水の希望を取りまとめております。

また、農協の非組合員の方については、役場から文書をもって１月の10日までにというこ

との中で緊急に事業量の取りまとめを行いました。そういう中で出てきたのが44ヘクター

ルの暗渠の要望がございました。それとまた、排水路、これにつきましては、排水路の更
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新整備につきましては町が管理する排水路、明渠排水路について、これについては２本を

今回この事業を使ってやりたいということで、科目的には団体営土地改良事業ということ

で、町が事業主体となって行うもの、そしてこれのためには圃場の調査設計を行うための

委託料、そして工事請負費というものが計上されております。ただ、要望として44ヘクタ

ール上がったわけですが、実際に配分があったのは32ヘクタールと、暗渠につきましては

そういうことで、今回予算化しておりますのは32ヘクタール分の暗渠に係る暗渠排水の工

事費分というふうになっております。それで、事業主体については町が行っておりまして、

団体営というふうな形でやるということになっております。それで、入札等については、

まだ予算が成立していない以上執行することはできないということで、入札等については

行ってはおりません。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 入札まだだと、予算今出たばかりですからね。8,460万ということであれば金

額も大きいのですが、これについては一括入札なのか、分割してやるのか。それと、町内

全域ということなのですが、大体の地域、それも教えていただきたいと思うのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 今手元にはございませんが、ただ今回の暗渠排水の要望が多く上がって

いるのが上浦幌地区でございます。既に道営事業を行ってから相当年数が経過していると

いうことから、上浦幌地区からの事業要望が多かったということと、町としてこれの一括

ということでの発注の仕方を考えております。実際に行える時期としては、平成24年の作

物を収穫した後に事業を行っていこうというふうな形になるものですから、春先は当然ま

きつけ前はできませんので、どうしても収穫後というふうな形の中で暗渠排水については

していきたいというふうに考えております。 

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 質疑がないようですので、次に18ページ、１款１項議会費から24ページ、２

款総務費、５項統計調査費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 それでは、歳出を説明させていただきます。 

 今回の補正につきましては、大半が実績見込みとなっております。また、執行残につき

ましては、説明資料を割愛させていただいておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 18ページをお開きください。３、歳出、１款１項１目議会費281万5,000円を減額し、

7,759万4,000円、１節報酬３万9,000円の更正減、２節給料166万4,000円の更正減、３節職

員手当等21万8,000円の更正減、４節共済費38万4,000円の更正減、９節旅費45万3,000円の

更正減、11節需用費５万7,000円の更正減、いずれも実績見込みによる更正減でございます。 



 － 69 － 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費261万6,000円を追加し、２億9,324万

4,000円、２節給料102万円の追加、３節職員手当等139万7,000円の更正減、４節共済費348万

8,000円の追加、11節需用費70万4,000円の追加、修繕料の追加でございます。説明資料51ペ

ージでございます。役場庁舎の消火栓ポンプの修繕でございます。13節委託料12万円の更

正減、保守業務委託料の実績見込みによる更正減でございます。14節使用料及び賃借料

107万9,000円の更正減、印刷機械借り上げ料30万の追加、庁舎電話機借り上げ料137万

9,000円の更正減、いずれも実績見込みによる更正減でございます。 

 ２目情報化推進管理費545万3,000円を減額し、7,602万3,000円、12節役務費124万6,000円

の更正減、通信運搬費124万6,000円の更正減。説明資料52ページに記載しております。13節

委託料452万2,000円の更正減、総合行政情報システムソフト保守業務委託料37万8,000円の

更正減、個別行政情報システム保守業務委託料288万4,000円の更正減、庁内ネットワーク

システム保守業務委託料126万円の更正減。いずれも説明資料52ページに記載しておりま

す。14節使用料及び賃借料31万5,000円の追加、総合行政情報システムソフトウエア借り上

げ料31万5,000円の追加。説明資料52ページに記載しております。 

 ５目財産管理費341万5,000円を減額し、3,199万8,000円、12節役務費20万9,000円、手数

料の減額でございます。土地の確定に伴う実績に伴う減額でございます。17節公有財産購

入費320万6,000円の更正減、公共用地等購入費320万6,000円の更正減。説明資料52ページ

に記載しております。旧高校教員住宅、土地、建物が実績見込みにより減額となっており

ます。 

 ６目財政調整等基金費１億5,900万4,000円を追加し、３億4,008万8,000円でございます。

25節積立金１億5,900万4,000円、財政調整基金積立金の追加でございます。 

 ７目企画費441万4,000円を減額し、１億3,329万6,000円、13節委託料432万9,000円の更

正減、地域情報通信基盤設備保守業務委託料26万9,000円の更正減。説明資料53ページから

54ページに記載しております。無線共聴施設設備保守業務委託料10万5,000円の減額、移動

通信用鉄塔施設整備調査設計等委託料395万5,000円の更正減。いずれも説明資料53ページ

から54ページに記載しております。14節使用料及び賃借料19万1,000円の更正減、建物使用

料19万1,000円の更正減。説明資料54ページに記載しております。15節工事請負費171万

8,000円の工事請負費の更正減。説明資料54ページから55ページで説明をしております。次

のページをお開きください。19節負担金、補助及び交付金182万4,000円を追加、電波利用

料20万2,000円の更正減。説明資料54ページでございます。地域づくり支援事業補助金40万

の更正減。ＮＨＫ共聴施設撤去費補助金42万6,000円の追加。これは、説明資料54ページに

記載しております。住宅建設費等補助金200万円の追加、説明資料54ページに記載しており

ます。 

 10目生活安全推進費34万8,000円を減額し、1,536万9,000円、１節報酬27万2,000円を更

正減し、並びに９節旅費７万6,000円の費用弁償の更正減、いずれも実績見込みによる更正

減でございます。 
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 12目職員厚生費48万を減額し、965万8,000円、９節旅費17万円、研修旅費17万円の更正

減、13節委託料21万の更正減、定期健康診断等委託料21万の更正減、19節負担金、補助及

び交付金10万円、市町村職員福祉協会負担金10万円の更正減、いずれも実績見込みによる

更正減でございます。 

 13目諸費62万を追加し、4,790万4,000円、９節旅費18万円の普通旅費の更正減、19節負

担金、補助及び交付金80万の追加、本別・浦幌生活維持路線バス運行補助負担金の80万の

追加。説明資料55ページに記載しております。 

 ２項徴税費、１目税務総務費８万4,000円を減額し、3,139万9,000円、９節旅費８万

4,000円の費用弁償の更正減でございます。実績見込みによる更正減でございます。 

 ２目賦課徴収費88万9,000円を追加し、1,174万7,000円、13節委託料10万8,000円の更正

減、土地評価業務委託料10万8,000円の更正減、実績見込みによる更正減でございます。19節

負担金、補助及び交付金10万3,000円の更正減、十勝市町村税滞納整理機構負担金10万

3,000円の実績見込みによる更正減でございます。23節償還金、利子及び割引料110万の追

加、還付金並びに還付加算金、それぞれ100万円、10万円の町税の更正申告によります追加

でございます。説明資料55ページに記載しております。 

 １目戸籍住民登録費6,000円を減額し、2,493万2,000円、９節旅費1,000円の普通旅費の

更正減、11節需用費３万5,000円の消耗品の追加、12節役務費３万4,000円の通信運搬費の

更正減、13節委託料6,000円の旧機器データ消去業務委託料6,000円の追加、いずれも実績

見込み。追加については、消耗品については説明資料55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14万8,000円を減額し、1,009万3,000円、１節報酬２

万9,000円の減額、９節旅費７万7,000円の費用弁償５万円、普通旅費２万7,000円の更正減、

14節使用料及び賃借料４万2,000円、選挙システムプログラム借り上げ料４万2,000円の更

正減、いずれも実績見込みによる更正減でございます。 

 ２目知事道議選挙費194万5,000円を減額し、339万5,000円、１節報酬７万2,000円の更正

減、委員報酬１万4,000円の更正減、開票立会人報酬５万8,000円の更正減。次のページを

お開きください。３節職員手当等77万3,000円の更正減、７節賃金8,000円の更正減、９節

旅費２万6,000円の費用弁償の更正減、11節需用費68万1,000円の更正減、消耗品40万

7,000円の更正減、食糧費３万3,000円の更正減、印刷製本費14万2,000円の更正減、修繕料

９万9,000円の更正減、12節役務費14万1,000円の更正減、通信運搬費11万6,000円の更正減、

手数料２万5,000円の更正減、14節使用料及び賃借料11万7,000円の更正減、印刷機械借り

上げ料11万7,000円の更正減、15節工事請負費１万7,000円の更正減、工事請負費の更正減

でございます。18節備品購入費、11万の更正減、備品購入費の更正減、いずれも実績確定

に伴う更正減でございます。 

 ３目町長町議選挙費252万7,000円を減額し、544万8,000円、１節報酬５万円の更正減、

委員報酬4,000円、選挙会報酬２万1,000円の更正減、選挙立会人報酬２万5,000円の更正減、

３節職員手当等83万9,000円の更正減、７節賃金３万6,000円の更正減、９節旅費４万
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3,000円の費用弁償の更正減、11節需用費25万7,000円の更正減、消耗品費18万4,000円の更

正減、食糧費２万7,000円の更正減、印刷製本費４万6,000円の更正減、12節役務費123万円

の更正減、通信運搬費112万1,000円の更正減、手数料10万9,000円の更正減、15節工事請負

費７万2,000円の更正減、工事請負費の更正減でございます。 

 ４目農業委員選挙費109万1,000円を減額し、20万4,000円、１節、37万8,000円の更正減、

３節職員手当等33万8,000円の更正減、９節旅費６万5,000円の費用弁償の更正減、11節需

用費13万8,000円の更正減、消耗品４万2,000円の更正減、食糧費４万円の更正減、印刷製

本費５万6,000円の更正減、12節役務費17万2,000円の更正減、通信運搬費８万9,000円の更

正減、手数料８万3,000円の更正減、いずれも実績確定に伴う更正減でございます。 

 次に、５項統計調査費、２目指定統計調査費、補正前０円が49万1,000円の追加、７節賃

金３万円の更正減、組みかえ補正による更正減でございます。11節需用費２万円の追加、

消耗品の追加、12節役務費１万円の追加、通信運搬費の追加でございます。 

 以上、24ページの統計調査費までの説明を終わらせていただきます。 

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 質疑がないようなので、次に24ページ、３款民生費、１項社会福祉費から29ペ

ージ、４款衛生費、２項清掃費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費1,669万9,000円を減

額し、２億6,832万7,000円、３節職員手当等３万9,000円の追加、扶養手当の実績見込みに

よる追加でございます。共済費、42万の更正減、共済組合納付金の更正減、７節賃金14万

4,000円の賃金の更正減、９節旅費８万4,000円の更正減、普通旅費の更正減でございます。

13節委託料95万1,000円の更正減、地域生活支援事業業務委託料95万1,000円の更正減、19節

負担金、補助及び交付金27万1,000円の更正減、会議等参加負担金の１万円の更正減、心身

障害児等療育施設等訓練通園費補助金の26万1,000円の更正減、20節扶助費589万の更正減、

補装具給付事業費24万1,000円の更正減、自立支援医療給付費564万8,000円の更正減、地域

生活支援事業給付費20万7,000円の更正減、事業運営円滑化事業給付費７万9,000円の追加、

通所サービス利用促進事業給付費11万4,000円の追加、移行時運営安定化事業給付費１万

3,000円の追加、28節繰出金897万8,000円の更正減、国民健康保険事業特別会計保険基盤安

定軽減分繰出金93万2,000円の更正減、同じく安定支援分繰出金18万7,000円の更正減、国

民健康保険事業特別会計繰出金785万9,000円の更正減。説明資料56ページから57ページに

記載しております。 

 ３目厚生委員費30万8,000円を減額し、281万9,000円、９節旅費30万8,000円の更正減、

費用弁償の更正減でございます。説明資料57ページに記載しております。出席人数減少の

ための更正減でございます。 

 ４目青少年健全育成費２万円を減額し、24万8,000円、８節報償費２万円の更正減、報償
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費２万円の更正減。説明資料57ページに記載しております。優良勤労青年顕彰の候補者が

いないための減額でございます。 

 ６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費300万円を減額し、1,700万7,000円、20節

扶助費300万の更正減、重度心身障害者医療費扶助費300万の更正減。説明資料57ページか

ら58ページに記載しております。 

 ２項児童福祉費、２目児童措置費2,002万7,000円を減額し、7,649万円、20節扶助費

2,002万7,000円の減額、子ども手当の変更等に伴う2,002万7,000円の減額でございます。

説明資料58ページに記載しております。 

 ３目認可保育園運営費20万を減額し、9,556万1,000円、19節負担金、補助及び交付金20万

の更正減、通園費補助金20万の更正減。説明資料58ページにございます。園児の欠席によ

る登園回数の減少に伴う更正減でございます。 

 ４目へき地保育所運営費10万円を減額し、3,555万1,000円、19節負担金、補助及び交付

金10万円の更正減、通園費補助金10万円の更正減。説明資料58ページに記載しております。 

 次のページをお開きください。８目子育て支援センター費35万6,000円を減額し、1,676万

5,000円、２節給料35万6,000円の更正減。 

 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費381万6,000円を減額し、１億5,240万2,000円、１

節報酬５万1,000円の更正減、実績見込みによる更正減、７節賃金４万3,000円、同じく実

績見込みによる更正減。説明資料59ページに記載しております。８節報償費31万の更正減、

実績見込みによる対象者減に伴う31万の更正減。説明資料50ページに記載しております。

13節委託料185万7,000円の更正減、緊急通報システム委託料、設置台数減に伴う24万

1,000円の更正減及び在宅福祉支援事業委託料161万6,000円の更正減。説明資料59ページか

ら61ページにかけて説明をさせていただいております。14節使用料及び賃借料17万2,000円

の更正減、介護用福祉用具借り上げ料10万円の更正減及び緊急通報システム機器借り上げ

料７万2,000円の更正減。説明資料59ページから60ページに記載しております。19節負担金、

補助及び交付金77万4,000円の更正減、認知症老人等託老サービス給付費負担金11万

7,000円の更正減、通所介護事業運営費補助金56万5,000円の更正減、敬老会実施団体補助

金10万7,000円の更正減、介護保険サービス利用者負担軽減支援事業補助金１万5,000円の

追加。いずれも説明資料59ページから60ページに記載しております。20節扶助費31万

7,000円の更正減、居宅介護福祉用具購入費扶助費19万7,000円の更正減、介護用品給付費

12万の更正減。説明資料60ページに記載しております。いずれも実績見込みによるもので

ございます。28節繰出金29万2,000円の更正減、介護保険特別会計繰出金29万2,000円の更

正減でございます。 

 ４目老人ホーム費８万9,000円を減額し、１億6,670万4,000円、２節給料16万の更正減、

３節職員手当等11万2,000円の更正減、９節旅費10万5,000円の更正減、いずれも実績見込

みによる更正減でございます。11節需用費39万8,000円の追加、燃料費26万9,000円の追加、

光熱水費22万8,000円の追加、修繕料20万1,000円の追加、賄い材料費30万の更正減。いず
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れも説明資料61ページに記載しております。13節委託料10万の更正減、外部サービス事業

委託料、実績見込みによる10万円の更正減、19節負担金、補助及び交付金１万円の更正減、

研修会等参加負担金１万円の更正減でございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費1,506万円を減額し、１億5,953万

3,000円、２節給料234万6,000円の更正減、３節職員手当等87万8,000円の更正減、４節共

済費35万の更正減、いずれも実績見込みによる職員産休に伴う更正減でございます。７節

賃金40万8,000円の更正減。説明資料62ページに記載しております。８節報償費12万

6,000円、報償費の減額でございますが、説明資料61ページから62ページに記載しておりま

す。９節旅費17万7,000円、普通旅費17万7,000円の減額。説明資料62ページに記載してお

ります。13節委託料159万2,000円の更正減、健康診査委託料159万2,000円の減額でござい

ます。実績見込みによる減額。説明資料62ページに記載しております。次のページをお開

きください。14節使用料及び賃借料12万5,000円の更正減、自動車借り上げ料12万5,000円

の更正減。説明資料61ページから62ページに記載しております。20節扶助費18万2,000円の

更正減、検診扶助費18万2,000円の更正減。説明資料62ページに記載しております。28節繰

出金887万6,000円の更正減、簡易水道特別会計繰出金887万6,000円の更正減。 

 ２目予防費397万5,000円を減額し、1,150万8,000円、７節賃金23万1,000円。63ページに

記載しております。８節報償費７万円の更正減、実績見込みによる更正減でございます。

説明資料63ページに記載しております。11節需用費151万4,000円、消耗品費につきまして

は補助事業の関係で国保会計の振りかえによる更正減でございます。説明資料63ページに

記載しております。13節委託料211万8,000円の更正減、結核検診委託料15万9,000円の更正

減及び予防接種委託料195万9,000円の更正減については、説明資料61ページから63ページ

に記載しております。実績見込みによる更正減でございます。19節負担金、補助及び交付

金４万2,000円の更正減、成人病予防研修派遣補助金４万2,000円の更正減でございます。

希望者がないための更正減でございます。 

 ３目環境衛生費77万6,000円を減額し、2,815万4,000円、７節賃金６万8,000円の更正減、

18節備品購入費10万4,000円の更正減、19節負担金、補助及び交付金３万8,000円の追加、

町外葬斎場使用料補助金３万8,000円の追加、当初見込みより増に伴うものでございます。

28節繰出金64万2,000円の更正減、個別排水処理特別会計繰出金64万2,000円の更正減でご

ざいます。 

 ５目医療対策費1,173万6,000円を更正減し、１億758万9,000円、９節旅費２万8,000円の

更正減、21節貸付金70万の更正減、医療技術者等養成修学資金貸付金70万の実績見込みに

よる更正減。説明資料64ページに記載しております。28節繰出金1,100万8,000円、浦幌町

立診療所特別会計繰出金1,100万8,000円の更正減でございます。 

 ８目保健福祉センター管理費２万円を減額し、1,613万3,000円、16節原材料費２万円の

更正減、原材料費２万円の更正減。説明資料64ページに記載しております。 

 ４款衛生費、２項清掃費、１目塵芥処理費40万5,000円を追加し、7,609万6,000円、７節
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賃金17万4,000円の更正減、11節需用費21万の更正減、消耗品費の更正減、12節役務費、手

数料３万6,000円の追加。説明資料64ページに記載しております。18節備品購入費29万

5,000円の更正減、備品購入費の実績見込みによる更正減でございます。19節負担金、補助

及び交付金104万8,000円の追加、十勝環境複合事務組合分担金104万8,000円の確定に伴う

追加でございます。説明資料64ページから65ページに記載しております。 

 ２目し尿処理費79万1,000円を減額し、439万4,000円、19節負担金、補助及び交付金79万

1,000円の更正減、十勝環境複合事務組合分担金79万1,000円、確定に伴う更正減でござい

ます。 

 以上で２目し尿処理費までの説明を終わらせていただきます。 

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 質疑がないようなので、次に29ページ、５款労働費、１項労働諸費から34ペ

ージ、９款１項消防費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 ５款労働費、１項１目労働諸費832万2,000円を減額し、2,865万5,000円、

４節共済費15万7,000円の減額、社会保険料15万6,000円の更正減、労災保険料1,000円の更

正減、７節賃金48万の更正減、13節委託料816万5,000円の更正減、緊急雇用創出推進事業

委託料816万5,000円の更正減。いずれも説明資料65ページから66ページに記載しておりま

す。実績見込みによる更正減でございます。19節負担金、補助及び交付金48万の追加、雇

用促進事業補助金48万の追加、１名分の増加でございます。66ページに記載しております。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費８万1,000円を追加し、9,864万円、19節

負担金、補助及び交付金８万1,000円の追加、新規就農者営農促進補助金100万円の追加。

説明資料67ページ。高級菜豆産地づくり事業補助金37万3,000円の更正減、農業経営基盤強

化資金貸付事業利子補給補助金10万の更正減、中山間地域等直接支払交付金79万6,000円の

更正減、いずれも実績見込みによる更正減でございます。農山漁村活性化プロジェクト支

援交付金事業交付金35万の追加。説明資料67ページから68ページに記載しております。 

 ６目土地改良費54万3,000円を減額し、7,931万6,000円、11節需用費24万7,000円の更正

減、燃料費の更正減でございます。13節委託料14万6,000円、保守業務委託料14万6,000円

の更正減、15節工事請負費15万の更正減でございます。いずれも実績見込みによる更正減

でございます。 

 ８目道営土地改良事業費1,379万9,000円を追加し、6,363万9,000円、19節負担金、補助

及び交付金1,379万9,000円の追加、中浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備事業工事負担

金420万の更正減。説明資料68ページにございます。浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備

事業工事負担金1,799万9,000円の追加。説明資料69ページに記載しております。 

 ９目地籍調査費539万を減額し、2,841万4,000円、賃金11万2,000円の更正減、実績見込

みによる更正減ででございます。13節委託料527万8,000円の更正減、地籍測量委託料475万
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1,000円の更正減、地籍図等異動修正委託料16万4,000円の更正減、筆界基準の委託料８万

8,000円の更正減。いずれも69ページから70ページに実績見込みを記載しております。浦幌

町全域地番図整備委託料27万5,000円の更正減。 

 次に、10目団体営土地改良事業費8,940万を追加し、8,940万円、13節委託料480万円、測

量設計委託料480万の追加及び15節工事請負費8,460万、工事請負費の追加、この関係につ

いては国の補助による追加でございます。説明資料70ページから71ページに記載しており

ます。 

 ２項林業費、１目林業総務費11万7,000円を減額し、1,481万6,000円、１節報酬10万

5,000円の嘱託員報酬、実績見込みによる減額、19節負担金、補助及び交付金１万2,000円

の更正減、道市町村林野振興対策協議会負担金確定に伴う１万2,000円の更正減。 

 ２目林業振興費81万4,000円を減額し、2,738万1,000円、19節負担金、補助及び交付金81万

4,000円の更正減、除伐緊急対策事業補助金15万4,000円の更正減、森林整備地域活動支援

交付金66万の更正減、いずれも実績見込みによる更正減でございます。説明資料71ページ

に記載しております。 

 ３目林業維持費９万1,000円を減額し、163万9,000円、15節工事請負費７万1,000円、工

事請負費の減額、16節原材料費２万円の原材料の確定に伴う減額でございます。 

 ４目うらほろ森林公園管理運営費25万2,000円を減額し、1,497万7,000円、15節工事請負

費25万2,000円の確定に伴う更正減でございます。 

 ７款１項商工費、１目商工振興費74万2,000円を減額し、9,895万円、１節報酬４万

3,000円、８節報償費５万円、実績見込みによる減額でございます。次に、32ページをお開

きください。９節旅費8,000円の更正減、費用弁償、実績見込みによる更正減、19節負担金、

補助及び交付金64万1,000円の更正減、太陽光発電システム設置補助金97万2,000円の追加。

説明資料71ページから72ページに記載しております。木質ペレットストーブ購入費補助金

36万4,000円の更正減、地場工業等振興補助金124万9,000円の更正減。いずれも説明資料

72ページに記載しております。 

 ２目観光費70万3,000円を減額し、2,852万6,000円、11節需用費22万9,000円の光熱水費

の更正減、12節役務費３万6,000円、手数料の更正減、13節委託料19万3,000円の送迎バス

運行委託料の更正減、15節工事請負費24万5,000円の更正減、いずれも確定に伴う更正減で

ございます。 

 ３目工業対策費19万7,000円を減額し、497万9,000円、９節旅費13万2,000円の普通旅費

の更正減、11節需用費６万5,000円の食糧費の更正減、実績見込みによる更正減でございま

す。 

 次に、土木費、２項道路橋梁費、１目土木車両管理費209万9,000円を追加し、4,608万

7,000円、３節職員手当等９万9,000円のそれぞれ不足による追加、11節需用費200万の燃料

費の追加、この関係については除雪に係る200万の追加でございます。 

 ２目道路維持事業費200万を追加し、5,727万8,000円、14節使用料及び賃借料200万、機
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械借り上げ料200万追加、これも同じように、合わせて400万の除雪に対する追加でござい

ます。説明資料72ページに記載しております。 

 道路橋梁費、３目の道路建設補助事業費2,945万2,000円を減額し、１億9,083万8,000円、

13節委託料967万2,000円の更正減、調査測量設計委託料839万6,000円、それから橋梁点検

委託料127万6,000円、いずれも確定に伴う測量委託料の更正減でございます。15節工事請

負費1,978万円、工事請負費1,978万の更正減、共栄線事業確定に伴う更正減でございます。 

 ３項河川費、１目河川管理費16万2,000円を減額し、1,299万5,000円、15節工事請負費16万

2,000円の工事請負費の確定に伴う更正減。 

 ４項都市計画費、１目都市計画総務費２万8,000円を減額し、11万2,000円、１節報酬２

万8,000円の委員報酬の実績見込みによる更正減。 

 ２目公共下水道費41万2,000円を減額し、２億2,769万9,000円、28節繰出金41万2,000円

の更正減、公共下水道特別会計繰出金の減額でございます。 

 ３目公園緑地管理費48万5,000円を減額し、950万1,000円、７節賃金48万5,000円の賃金

の更正減でございます。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費296万1,000円を減額し、5,530万3,000円、13節委託料26万

の保守業務委託料の更正減、15節工事請負費25万1,000円の工事請負費の確定に伴う更正減

でございます。次のページ、19節負担金、補助及び交付金245万円の更正減、住宅リフォー

ム補助金245万の更正減でございます。実績見込みによる更正減です。当初20件でございま

すが、20件の50万で1,000万でございますが、件数は多かったのですが、最終的に実績見込

みで245万の更正減でございます。 

 ９款１項消防費、常備消防費419万6,000円を減額し、２億1,781万1,000円、19節負担金、

補助及び交付金419万6,000円、東十勝消防事務組合負担金本部共通費5,000円の追加、浦幌

消防費420万1,000円の更正減。 

 ２目非常備消防費386万9,000円を減額し、2,382万円、19節負担金、補助及び交付金386万

9,000円の東十勝消防事務組合負担金浦幌消防団費386万9,000円の更正減。 

 ３目消防施設費55万を追加し、4,303万6,000円、19節負担金、補助及び交付金、東十勝

消防事務組合負担金浦幌消防施設費55万追加。 

 39ページをお開きください。39ページに参考として東十勝消防事務組合一般会計補正予

算（浦幌町分）が記載されております。なお、説明資料72ページから75ページの上段まで

に消防の関係の説明資料を付しておりますので、よろしくお願いします。 

 ４目災害対策費146万円を減額し、1,391万6,000円、１節報酬３万円、委員報酬３万円の

減額、11節需用費、修繕料71万円の更正減、13節委託料、防災行政無線電波伝搬調査委託

料確定に伴う33万3,000円の更正減。18節備品購入費、40万の備品購入費の更正減、この関

係については23年度でストーブ購入予定でございましたが、震災の関係で浦幌では手に入

らないということで、24年度回しのために30万の更正減、一般で10万の更正減となってお

ります。19節負担金、補助及び交付金、防災行政無線電波利用料１万3,000円、実績見込み
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による追加でございます。 

 以上で９款１項消防費までの説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

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 29ページ、労働諸費緊急雇用創出推進事業委託料、大きな減額になっており

ます。説明資料の中を見ましても、介護研修支援事業がかなり大きなマイナスであります。

先ほどの収入のほうでもありましたけれども、国のほうから10分の10ですから、町の持ち

出しなしでできるこの事業であります。これは前回のときも私はちょっと質問させていた

だきまして、この事業をしていただく相手方については町のほうからある程度目星をつけ

て、お願いをしながら事業をやっていただいたという経緯があるというふうに説明を受け

ておりますけれども、その結果として特に介護事業については772万円の大きな減額になっ

ているということについては、お願いをした立場という形の中でも余りにもこれは、こう

いう形にはならないのではないかと思うのです。この辺の部分についてきちっと説明を求

めたいと思いますし、またあと２つ、定住促進のこの部分とその下の地域資源を生かした

特産品、この部分についても、減額の金額は少ないですけれども、やはりこの辺の部分の

実績、今の現状の部分についてもあわせて、３つとも現状も含めて詳細説明を求めたいと

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 緊急雇用創出推進事業の実施状況についてでございますが、まず介護研

修支援事業について２社のうち１社については、説明資料にも書いてございますが、募集

広告を出しておりましたけれども、応募者がなかったということで、この研修事業を断念

せざるを得ないということで、２月23日付でこの委託契約については双方の合意のもとに

契約解除をしております。また、もう一社のほうにつきましては、説明資料にも書いてお

いりますけれども、雇用者の勤務日数が少ないというふうなことで、当初想定していたの

は４月から３月というふうな形の中で想定していたわけですが、その中で途中でやめてい

らっしゃる方が４月から７月までの方が１人、また７月から２月までで１人の方がやめて

いる、残り１人が10月から現在３月までは勤めているということで、合わせまして18カ月

分しか雇用がないというふうなことの中で、当然人件費が主たるものですから、そういう

ところで勤務日数が少ないという中で、どうしても委託料については実績として少なくな

るというふうな形になるということでございます。 

 また、地域資源を活用ある特産品開発及び販路開拓事業、定住移住促進調査研究事業に

つきましては、それぞれの団体、そして民間法人について１月に途中での事務検査を行っ

た結果、それぞれ実績の見込みが若干当初契約よりは下回るというふうな状況でございま

した。雇用については、地域のほうについては予定どおり５月から３月までのお二人の方

の雇用というふうな形の中で、これは予定どおり行われております。また、定住促進につ
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いても４月から３月の予定がこれも予定どおり勤務されております。雇用は確保されてお

ります。ただ、若干物件費等の中でその分で、休みもありますので、休むということも想

定しまして、若干の執行残といいますか、契約金額の低下があるという内容でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 まず、介護事業の内訳、減額になった内訳というものがわかりました。これ

募集をしても来なかった。来なかったから、しようがなかったと、こういうことになるの

でしょうか。町の持ち出しがなくて、せっかく緊急雇用のこういう事業が、結局需要のな

いところにお願いしてしまったということですよね、そういう部分がないところに。だか

ら、こういった部分も結局実績がなければ返金するのですから、これ町の基金に入れれる

わけではないですから、全部戻さなければならないわけですから、やはりこういった部分

については100％とはならなくても、どうもこれはうまくいかないと、なかなか募集しても

来ないということになったときに、最後まで、２月の23日まで、契約解除ということで、

そこまで最後までぎりぎりまで努力をしたと言ってしまえばそれまでですけれども、しか

し私はやはりその前に行政としても需要がないならもっと違う方向へ向けるとか、何かし

らの違う対策というものをとらないと、採択されてせっかく出ているお金が戻るわけです

から、これは人がいなかった、募集しても来なかったから戻しましたという、私はこんな

いたましい話はないと思うのです。私は、こういった部分というのはもっと行政が、採択

して、預けたから、後は知らないではなくて、もっとこういったものが有効に使われるよ

うなフォローアップというものは当然すべきだというふうに思います。この辺は強く求め

たいと思います。その辺の行政としてのそのときのかかわり方というのでしょうか、預け

てしまったらどうなるのか、またそれを違う方向へ向けれなかったのかどうなのか、一た

ん決めた事業しかできないのかどうなのか、この辺の部分についても説明を求めたいと思

います。 

 あと、定住の部分と地域の資源を生かした特産品の部分、この部分は雇用の部分はしっ

かりとそういうことでされたことはわかりました。ですから、予算も多少の減額はありま

すけれども、大体金額はクリアというか、消化をしているということはわかります。ただ

し、この部分の事業の実績というのですか、定住促進調査のこの部分についても331万

9,000円ですから、見込みとして300万使っているわけですから、300万のお金を使ってこの

事業をすることによってどういうことになったのか。今度浦幌も定住のお試し住宅ができ

ましたので、そういった部分とリンクされてくるのかどうなのか、この300万がきちっと使

われて、どういうふうになったのかということ、その辺の詳細を聞きたいということ。 

 もう一つは、地域資源を活用した特産品開発及び販路開拓事業、この部分も特産品とい

うのはどういう特産品ができて、販路の開拓というのはどこへ販路が開拓されているのか

ということ。この辺の実績というものが、雇用がされたことはわかりました。だけれども、

やった結果としてだめだったとかということもあるのかもしれませんよね、努力した結果

としてですけれども。だから、この辺の実績というものがきちっと上がっているものなの
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か、実になったものなのか、ならなかったものなのかという、この部分についての事業、

お金の雇用の部分はわかりましたので、事業として実績がどういうふうになったのかとい

うとこら辺の詳細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 まず、介護支援事業の関係で２月に契約解除しましたということの中で、

これをほかに振り向けれなかったのかということについては、道に当初からの申請が介護

支援事業というふうな形の中で予算の配分をいただいております。そういう中で途中でこ

れが、２月の時点ですね、実際には１月で大体これはもうだめだなということはわかった

のですが、そういう段階で他の事業に振りかえるというふうなことは不可能であったとい

うことと、それと町としても指をくわえて見ていただけなのかというふうなことでは、広

報の中でも募集についてのお知らせはさせていただいております。あと、毎月広報の中に

は町内の求人状況というふうなのも、具体的に名前は載せていません。個々の会社は載せ

ておりません。介護事業、営業のためとかというふうなところでの職種別で求人の広告は

出させていただいております。また、特にこの一つの介護研修事業については特に広報の

中でもやっておりますし、また今回契約解除したところについては新聞広告をずっと出し

ておりまして、それでもなかなか応募者がなかったと、現在も出しておりますけれども、

なかなか介護職というふうなところの中で応募がいないというふうな状況はございまし

た。 

 あと、それと地域資源を活用した特産品開発及び販路開拓事業ということで、この関係

につきましてはどういう内容での契約だったのかというふうなことで言いますと、町内地

域のいろいろな資源や各産品の素材を生かした商品づくりや付加価値をつけた商品化がで

きないか、また特産品を含めた各商品の販路拡大方向に結びつけることができないかを検

証するものと、そういうふうなことの中で、今後３月28日の日にコスミックホールの１階

の会議室のほうでこの事業の報告会を行うというふうなことになっています。ただ、いろ

いろな形をとって、先般もオランジュという帯広のレストランにお願いして、浦幌産の食

材を持ち込んだ中で、農産物、そして海産物を持ち込んだ中でフランス料理をつくっても

らって、そういうのを食べてみましょうというふうなことでの仕掛けをやっておりますし、

浦幌産の講演会等も町内で行っております。そういうふうなことで、事業の実施の仕方と

しては実際にはいろいろな形で事業はされております。ただ、若干今の執行見込みの中で

は12万6,000円ほどの執行残が出るというふうな内容になっています。 

 次に、定住移住促進調査研究事業ということにつきましては、過疎化阻止と地域の産業

の振興と商店街の活性化を図るため、団塊世代及び若者のＩターン、Ｕターン等を促進し、

交流人口、定住、移住促進につながるよう商工会、商店街として必要なノウハウの調査研

究を行うのだというふうな形の中で行っていただいております。それで、実際にこちらの

ほうの実績報告につきましては３月31日までですので、４月１日以降に実績報告がされる
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というふうな形の中で、現時点ではこういうものができましたというふうにお話しできる

ものがないわけですが、そういう中で３月31日までの事業実施の中で４月以降に実績報告

がされると、そういう中でそれに基づいて、その報告に基づいて委託料を支払っていくと

いうふうなことであります。直接現在平成23年度で建てました移住体験住宅とリンクした

というふうな形のものでは、直接的なリンクはないわけですが、ただそういうふうな中で

移住というところの分野でやはり調査研究をされているというふうに思います。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。介護保険の事業の部分をほかに振り向けなかった。それも、

言われてみればそうだなと、最初にそういう形で補助をいただいているわけですから、や

れなかったということも理解できます。 

 それで、今言った定住移住、また地域の特産品、この部分についてもこれから３月28日

にそういう報告会があるというようなお話もありましたし、報告自体はあくまでも３月

31日までの年度の分での実績ですから、それも全部ひっくるめないと、どういう成果があ

ってどういう成果がなかったかということはきちっとした判断ができないというのも、そ

れもわかります。ですから、この辺については、この部分についての実績がどういうふう

になったのかいうことは当然きちっと精査もしなければならないと思います。 

 それと、もう一点、ほとんどが人件費ということの部分で、人件費もこのお金が本当に

きちっとした形で人件費が渡っているかだとかというような、そこまでの調査というもの

も行政としてきちっとチェックができるという、そういう認識で私はいますけれども、そ

の確認だけ最後に１点させてください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 実績報告の中でそれぞれの賃金台帳等も確認させていただきますので、

そこについては架空というふうなことを心配されるのかなというふうに思いますが、そう

いうことはな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 金額のことではないので、太陽光発電システムの補助金対応、それと住宅リ

フォーム補助金、発言回数制限ありますので、一緒にやりますので、よろしくお願いしま

す。 

 太陽光システムの導入補助事業でありますけれども、浦幌町は２月10日に締め切りにな

っていますよね。国は３月31日なのです。それで、23年度中の事業として国の補助金を受

けて対応をすると買い取り価格が42円ですよね、現状。私はっきり調べれていませんけれ

ども、多分24年度は36円とかに下がるだろうと言われているのです。それで、実際にやり

たい人から相談受けています。浦幌町は２月10日で締め切りましたと。でも、浦幌町20万

ですから、投げてもいいから、国のに間に合うように申請しましたと。問い合わせ多分あ
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ったと思うのですが、そういう方がおられると思うのです。何で２月10日、こんな早く、

例えばぎりぎりまで、３月31日までしても繰越明許で扱うか専決で扱うか、できない範囲

の金額でないと思うのですが、もう少し住民が利用しやすい、この後言いますけれども、

せっかく定住促進策やらこういう補助、自然エネルギーに対する補助事業やっても、住民

が使いにくい状況になっていますよね。ここのところ何とかならないのかなと、利用した

いという町民からの相談であります。 

 それと、交付金要綱の２条に地面に設置してもいいという要綱一つもないのです、ご承

知かと思うのですが。住宅、事業所または農林漁業施設の屋根等にと書いてあるのです。

等が土地だというなら、それはいいのです。そこまではいいのです。３条に、補助対象と

なる発電システムは次の要件のすべてを満たすもの、その中に等がないのです。地べたに

設置するものは該当しないことになりますね。この後でも住宅リフォームの補助事業でも

同じなのですが、もう少し住民の立場に立った施策をつくらないと、行き届いていない面

があると思うのです。実際にこの太陽光システムやられる人が町の安いから、もらえなく

ても、もう国のほうに申し込みましたと言っています。そういう対応をきっちりできるよ

うに早く要綱の改正をして、私もそう言われて、じっくり読んでいますけれども、本当に

残念だと思います。今回５戸分の補正出していただいて、そのことは大変結構で、私もそ

のことに反対するものではありませんけれども、ほかにこういう人たちが４月１日に申し

込んでくださいということで準備しているというのです。なぜかといったら、先に申し込

んだのは間に合わなくなって、42円は10年間この金額ですよ。国はそう言っているのです

から、Ｊ―ＰＥＣの資料、国の太陽光発電普及拡大センター、いわゆるＪ―ＰＥＣと言わ

れていますけれども、そこで調べましたら今契約した金額は10年間継続するのです。来年

度、新年度になって安くなったら、その金額しか10年間当たらないのです。そういうこと

が、補助金20万投げてもそのほうがいいと言っているのですから、もう少し使いやすいよ

うな方向に要綱を見直していただきたいと思うのです。さっき言った土地に立てる人も対

象になるように第３条をきちっと整備しないと、２条で屋根等と書いてあるから、そこに

含まれていいのだと言っているけれども、３条では何も書いていないですよ、追加して。

これ問題です。太陽光発電に対する補助の問題。 

 それから、もう一点は、住宅リフォームに対する補助金の問題です。これも複数私相談

受けました。親が入っていたところが空き家になっていたと、改修したいけれども、相談

したけれども、空き家はだめだと書いてあるのです。現に居住していて、そして本人名義

でなければだめだと。親の持っている住宅だめだというのですか。親の持っている住宅改

装したら補助金出せないようになっています。そのことも非常に問題です。例えば一例は、

農業後継者が結婚する。その住宅をリフォームして入らせたい。でも、規定に合いません

ということで、もう立ち上げて、事前に調査しなければだめなことになっていますから、

だめですよね。対象にならないです。それから、名義違ったらだめだと言っているのです

から、これも対象にならないです。おかしいです。住民の立場になったら、おかしいと思
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いませんか。せっかく定住促進策だといって町長も執行方針でも言われましたけれども、

こういうところの見直しをして、できるだけ多くの町民が利用できるようにしていただき

たいと思うのです。これは、３月末日までのリフォーム完了届提出することということで

すから、年度内対象になるのですが、これだって今回更正減ですよね、満度に使っていな

い。しかし、希望者はいた。これからもいるのです。親が新築して移った。あいているの

です。改修したいけれども、対象になりませんよね。空き家なのです。当然親の持ち物で

す。簡単に例えば息子の名義にかえればいいといったって、財産分与の問題ありますから、

そう簡単に息子に譲るというわけにいかないです。そういうところ、浦幌町内の人間が親

の持ち物改修して住むのにリフォーム対象にならない。 

 両方ですけれども、ちょっと説明していただきたい。説明よりも、対象になるように改

正する、要綱を改正して対象になるような方向にするかどうかということを伺いたいです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 ただいま浦幌町太陽光発電システム導入補助金に関しまして、この交付

要綱の中で第３条の第１号、ここが農林漁業施設に発電システムを設置する者というふう

なことで、第２条の中で農林漁業施設の屋根等に設置されたというふうなことで、等がな

いのでないかというふうなことのお話でございますが、これは昨年の４月１日で改正して

おりまして、そのときに農林漁業施設を入れたときにそこの部分が改正漏れとなっている

というふうに考えられますので、これにつきましては要綱を改正して対応したいというふ

うに思いますし、実際に今年度も屋根につけなくて農業施設用地内、土地に設置したいと

いうふうな方もおります。そういう方についても今年度、今補正上げている中では対象と

していくというふうなことで考えております。それは、さかのぼってでも文言の訂正、加

除はできるものというふうに思います。 

 それとまた、２月10日と、その申し込み期限の関係です。これは、一応こちらのほうで

当初考えたのは、２月10日までに申請があったものについては３月31日までには竣工でき

るだろうということの意味合いだったと僕は理解しているのです。それで、もちろん当然

補正予算の関係もあります。年度内に完成するものについては年度内にその年度で支払わ

なければならないということから、２月10日を締め切りの期限としたというふうに考えて

おります。ただ、これは現実的にいろいろな形の中で、今回もあったのですが、実際には

着工は家の屋根と一体になった太陽光発電というのが出てきました。これは、屋根が太陽

光発電のパネルだというのが出てきました。そうなると、着工はどうしても早いのです。

完成は年度をまたいで５月というふうな話だったと思います。これは、今まで設置するも

のというふうに、改めて後から設置するものというふうに考えていたものですから、そこ

は新しいのが出てきたと、その場合について竣工の時期を見て、その年度で申請してもら

うというふうな対応もしていきたいというふうに考えております。また、今回一度改正は

しておりますが、農業振興地域等の関係もありまして、若干書類等も図面等もふやしてい
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ただくような改正を行っております。それは新年度からというふうな形の中でやっており

まして、事務手続的なこととしてはそういうことも考えております。ただ、一遍に十何件

ですかね、お話があったのが、業者さんもそれだけのものを、例えば15件ですか、一遍に

それを３月までの期間にできるということではなかったと思うのです。２社ありましたけ

れども、ただそういう中では全部が全部３月中までにできるということではなかったよう

な気がします。３月31日までは国の補助金ある。そして、またなおかつ42円で買い取りし

てくれる。それが10年続くというふうなことで、実際には大きく損するというところもあ

るかと思いますが、ただ私のほうとしては、今回５件分の追加というふうな形で、決して

申し込みがあったのを断ったというふうな形ではないわけです。申し込みが２月10日まで

あったのがその５件だったということでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 施設課長。 

〇新川施設課長 リフォームについての回答なのですが、私のほうからさせていただきた

いと思います。 

 今杉江議員言われたように、去年政策予算で６月に補正予算ということで、新しい要綱

をつくりまして、リフォームということで年間1,000万、５カ年ということでこの施策をさ

せていただいています。今回補正で245万ですか、落として、実際件数といたしましては23件

で655万円の実績になってございます。一応３月31日までありますので、100万円、最大で

２件分ですか、それは留保させていただいています。今のところ、登録というか、申し込

みはありませんが、一応３月31日までということで、そういうふうにさせていただいてい

ます。 

 それで、今ご質問のありました町民の方が利用しやすいように定めるのが町のそういう

要綱でないかということでございますが、やってみまして１年経過して、当初想定してい

なかった面も多々出てきております。実情とマッチしていない部分ですとか、そういうの

も皆さんから要望等あります。今言われた農業後継者と言っていいのでしょうか、親の建

物に息子さんが住まれるといった例だと思います。この場合なぜ対象にならなかったかと

いうことを申しますと、要綱の第５条に補助交付対象者ということで、浦幌町の住民基本

台帳または外国人登録票に登録されている者と、もう一つはリフォームを行う住居の所有

者であり、かつ当該住宅に現に居住している者ということがございまして、結局所有者が

親ということで、本人ではない。そして、そこに居住していないということで、これは補

助の対象になりませんでしたが、事実その要望も私どもも聞いてございます。ただ、要綱

が当初人に貸し出したものをリフォームするとかということを想定していなくて、あくま

で本人がそこに居住していて、住み続けるために住環境をよくするために補助するという

制度につくってございました。実際浦幌町に居住していただくというような、多分そうい

う例が今言ったような後継者の問題とか出てくると思います。所有者も農業年金の問題で

すとか経営移譲の問題、そういったことあって簡単に所有者も変更できなかったりして、
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新たなところを求めないでそこをリフォームすれば住める状態だということで申し込みあ

ったかと思うのです。それにつきましては、今ここですぐ即答して改善いたしますとかと

は言えませんが、１年経過して、その辺は理事者も含めてちょっと相談した上で検討等し

ていきたいなと思っています。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 それぞれの事業で、先ほどから説明にもありましたけれども、想定しない部

分、行き届かない部分あったということは事実だと思うのです。これ早急に改正し、利用

しやすい制度にしてもらうことを私は望んでいます。 

 それで、１点目のエネルギーの関係です。発電システムの関係で、この３条にはみずか

ら居住する浦幌町内の住宅というふうになっています。ところが、６条の部分に、証明書

というか承諾書をとるのに、自己所有を除く住宅及び事業所の住宅所有者の設置に係る承

諾書、変ですよね。この辺もきちっと整備してください。先ほど産業課長の説明にありま

したさかのぼって支給できるというのは、これは住宅と一緒に一体でやった事業について

は現況確認しないでできてしまうわけですから、発電システムの助成については現況確認

するようにはなっていませんから、さかのぼってできるのですが、住宅のリフォーム助成

については現況確認してからでないと着工してはだめだとなっていますよね。ですから、

この辺もかたいといえばかたいし、当たり前といえば当たり前なのですけれども、町民が

利用しやすい制度としてどうするか、私は早急に見直しするということをやっていただき

たいと思います。非常に残念です。せっかく対象者がいて、今農業後継者の話もしました

けれども、そういう該当する方でありましたし、それから町でもこういう対象になるのだ

ったら親の建物を改修して入りたいという声があったのです。相談あったのです。ですか

ら、ぜひ見直しをしていただきたいということを要望したいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 町のほうの補助要綱で町民の方が利用しやすいように、利用しやすいと

いうか、利用を実際しやすいというか、できやすいため、やりやすいため、そういったも

のの補助として町としてもそういう制度を単独費で設けましたので、そういうことにつき

ましては、リフォームに限らず、やっぱり利用しづらいというのですか、そういったもの

は現実問題自分がもしそういうふうに補助をもらうということを考えた場合に、確かに現

実としてあると思います。この辺について想定していないと言えば逃げになるかもしれま

せんが、そういうことではなくて、当初そこまで深く考えてはおりませんでしたので、こ

れからその辺を検討して、理事者も含めて相談していきたいと思います。よろしくお願い

します。 

〇田村議長 産業課長。 

〇亀山産業課長 太陽光発電システム導入補助金についても、この交付要綱についても今

ご指摘のありました点につきましては改正の方向で内部で検討していきたいというふうに
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考えております。 

 

    ◎会議時間の延長 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 審議の途中でありますが、会議規則第９条第２項の規定により、本日の会議時間は議事

の都合によりあらかじめこれを延長したいと思います。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、本日の会議時間は延長することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第２８ 議案第２３号（続行） 

〇田村議長 審議を続けます。 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 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 ４時５１分  休憩 

午後 ５時０４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。 

 次に、35ページ、10款教育費、１項教育総務費から38ページ、６項保健体育費までの説

明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費11万2,000円を減額し、

6,135万6,000円、３節職員手当等11万2,000円の更正減、実績見込みによる更正減でござい

ます。 

 ２項小学校費、１目学校管理費467万4,000円を減額し、9,160万3,000円、11節需用費30万

の更正減、13節委託料28万5,000円、保守業務委託料14万8,000円の更正減、実施設計委託

料13万7,000円の更正減、15節、408万9,000円の工事請負費の更正減、いずれも確定、また

光熱費については実績見込みによる更正減でございます。 

 ２目教育振興費34万5,000円を減額し、910万7,000円、19節負担金、補助及び交付金34万
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5,000円の更正減、学校教育推進事業奨励費交付金15万の更正減、学校スケートリンク造成

費交付金９万5,000円の更正減、学校教育研究活動事業交付金10万円の更正減、いずれも実

績見込みによる交付金の更正減でございます。 

 ４目簡易水泳プール管理費28万1,000円を減額し、160万2,000円、11節需用費28万1,000円

の更正減、消耗品費７万の更正減、光熱水費12万6,000円の更正減、修繕料８万5,000円の

更正減、いずれも実績見込みによる更正減でございます。 

 ５目学校保健費33万2,000円を減額し、251万5,000円、９節旅費1,000円、普通旅費の更

正減、13節委託料23万1,000円の更正減、教職員健康診断委託料23万1,000円の更正減、20節

扶助費10万円の更正減、要・準要保護児童生徒医療費扶助費の10万円の更正減、いずれも

実績見込みによる更正減でございます。 

 ３項中学校費、１目学校管理費225万9,000円を減額し、5,496万円、11節需用費185万円

の更正減、燃料費150万円の更正減、光熱水費35万の更正減、実績見込みによる更正減でご

ざいます。次のページ、12節役務費10万円の通信運搬費の更正減、15節工事請負費30万

9,000円の工事請負費の更正減、確定に伴うものでございます。 

 ２目教育振興費79万2,000円を減額し、1,032万4,000円、12節役務費３万円の更正減、手

数料３万円の更正減、19節負担金、補助及び交付金26万2,000円の更正減、対外競技出場交

付金26万2,000円の更正減、20節扶助費50万の更正減、要・準要保護生徒学用品等扶助費50万

の更正減、いずれも実績見込みによる更正減でございます。 

 ３目特別支援教育振興費53万を減額し、99万8,000円、１節報酬52万5,000円の更正減、

特別支援教育支援員嘱託報酬52万5,000円の更正減、９節旅費5,000円、費用弁償の更正減、

いずれも実績見込みによる更正減でございます。 

 ５目浦幌中学校改築事業費44万4,000円を減額し、539万5,000円、15節工事請負費20万円

の更正減、工事請負費の確定に伴う更正減、18節備品購入費24万4,000円の更正減、備品購

入費確定に伴う更正減でございます。 

 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費10万円を減額し、6,875万1,000円、19節負担金、補助

及び交付金10万円の更正減、通園費補助金の10万円の実績見込みによる更正減。説明資料

75ページにございます。 

 １目社会教育総務費14万8,000円を減額し、4,097万3,000円、８節報償費14万7,000円の

更正減、９節旅費1,000円の更正減、費用弁償でございます。実績見込みによる更正減でご

ざいます。 

 ２目公民館運営費6,000円を減じて2,669万5,000円、使用料及び賃借料6,000円、自動車

借り上げ料の実績見込みによる更正減でございます。 

 ６目家庭教育学級開設費１万2,000円を減額し、26万8,000円、14節使用料及び賃借料、

施設入館料１万2,000円の更正減、実績見込みによる更正減でございます。 

 ７目図書館管理費53万8,000円を追加し、3,830万7,000円、３節職員手当等11万9,000円

の更正減、７節賃金49万6,000円の追加、代替臨時司書に伴う追加でございます。説明資料



 － 87 － 

75ページから76ページに記載しております。11節需用費23万2,000円、光熱水費、電気、水

道23万2,000円の追加。説明資料75ページから76ページに記載しております。12節役務費

17万1,000円を減額し、通信運搬費17万1,000円の更正減、18節備品購入費10万円、図書購

入費10万円、寄附金に当たる図書購入費でございます。説明資料75ページから76ページに

記載しております。 

 ６項保健体育費、１目社会体育総務費26万1,000円を追加し、683万5,000円、19節負担金、

補助及び交付金26万1,000円の追加、青年等対外競技出場奨励費補助金26万1,000円の追加。

説明資料76ページに記載しております。 

 ２目社会体育施設費179万1,000円を追加し、7,576万1,000円、需用費110万の更正減、光

熱水費110万の更正減、13節委託料323万3,000円の追加、指定管理委託料323万3,000円の追

加。説明資料77ページに記載しております。15節工事請負費34万2,000円の更正減、工事請

負費34万2,000円、確定に伴う更正減でございます。 

 次のページ、３目給食センター管理費234万円を更正減して１億131万6,000円、３節職員

手当等５万円の追加、７節賃金107万6,000円の更正減、９節旅費９万3,000円、普通旅費の

更正減、11節需用費113万6,000円の更正減、燃料費29万の更正減、光熱水費44万2,000円の

更正減、賄い材料費、説明資料77ページに記載しております40万4,000円の更正減、役務費、

手数料８万5,000円の更正減、いずれも実績見込みによる更正減でございます。 

 以上で一般会計補正予算の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 社会体育費の指定管理の燃料費の増加分について詳細、単価が上がったのは

わかります。それで、単価が上がったのは当然私らもわかっているのですけれども、それ

と夜間運転することによって使用料がふえたと。ということは、今まで夜間運転していな

かったけれども、ことしは特に寒いので、夜間運転今までしていなかったものがするよう

になったということなのか、ここら辺の詳細を聞きたいのと、それと単価が上がったから

追加になったということはわかるのですけれども、しかし今回のこの補正を見ても燃料費

の単価がアップしたので増額で補正になっているところないですよね、どうしてスポーツ

センターだけがこういうプラスになってくるのかというところがどうしても疑問に思うの

であります。ほかのところもみんななっていれば、当然単価上がってということであれば

理解できるのですけれども、金額も300万以上ですから大きいですし、その辺のよそが上が

っていないのに何でここだけが上がってくるのかということと、夜間の使用量のアップの

この部分の詳細、この２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。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えいたします。 
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 今町議のほうから質問があったとおり、まず単価アップの件ですけれども、当初平成22年

の10月に新規の指定管理料の積算とか行っていますけれども、当時73円という単価で、そ

れに基づきまして単価に基づきまして積算を行ってきております。ただ、昨年４月の新し

い指定管理が始まった段階で既に91円、それから中には96円というときもありましたけれ

ども、90円代で推移しているということで、このアップ分を今回補正ということで計上さ

せていただいております。また、どうしてスポーツセンターだけがということなのですけ

れども、これに関しては昨年の12月の議会で公共施設の関係でいろいろな学校とかその他

の施設に関しましては議会の中で単価アップ分を計上させていただいて、既に補正は終わ

っているところでございます。 

 また、夜間の関係なのですけれども、これはスポーツセンターに関しましては温水ボイ

ラーの暖房を使用しております。これが１月上旬、年が明けましてから温水パネルヒータ

ーが部分的に暖まらないという状況が出てきております。これは、どういったふぐあいか

と申しますと、保守点検業者から確認したところによりますと温水の中の回っているお湯

の中にさびなどの汚れがたまっているということで、循環に悪影響を与えているというこ

とで、それが支障を来しているということが判明しました。対応策としては、温水パネル

ヒーターの循環部分の洗浄という必要があったわけなのですけれども、総合スポーツセン

ターにつきましては平成４年の建設から既に20年が経過しているということで、経年によ

って劣化している部分もありますので、冬期間の運転中の作業を避けまして、シーズン終

了後、大体４月にパネル、温水をたく時期が終わるのですけれども、連休明け、シーズン

が終わってから、ボイラーをとめてきちんとした中で点検を行って修繕することが望まし

いということの点検業者からの説明を受けているところでございます。また、総合スポー

ツセンターの温水ボイラーにつきましては夜間運転を停止しておりますけれども、基本的

には使用を開始する10月から使用を終了する４月までの冬期間につきましては温水ボイラ

ーの維持管理の面からも24時間運転することが望ましいということの報告がありましたの

で、今は夜になるととめて、そして翌朝に再運転と、運転を始動しているわけなのですけ

れども、このことが循環部分のふぐあいを起こす原因の一つになったということで、すべ

てではないのですけれども、そういったことも原因の一つにあるということを保守点検業

者から説明を受けたところでございます。このため、１月中旬からは温水の中のさびの汚

れがたまらないようにということで低温設定しながら夜間もボイラーを回しているという

ことで、必然的に24時間たくような形になりまして量的なことについてもふえるものです

から、今回単価アップの分と量的にふえるということをあわせまして燃料代の補正という

ことで、指定管理料の追加ということで提案させていただきました。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。ただ、まず単価のほうですけれども、これが上がって、ほか

のほうは12月で全部終わっていて、このスポーツセンターだけが残っていたから、最後の
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最後の今この３月で補正を組んでいるのだという説明ですよね。しかし、12月でも全部が

全部いっていますでしょうか、例えばおふろは上がっていないのではなかったでしょうか、

例えばですよ、渡しているものでいえばですよ。私の記憶ではたくさん油を使うやつでい

えば、私はいっていないと思うのです。それは、課が違うから、私の部分ではそうなって

ということなのかもしれない。でも、行政とした中では、だから私は上がっているものと

上がっていないものがあるのでないかなと。であれば、こっちを見ていればそっちを見て

いないということにならないのではないか。だから、そこら辺が業者も言ってきていると

ころと言ってきていないところとがあるのか、そこら辺の整合性というものが課が違うと

よその課のことまではわかりませんよということになるのかもしれないのですが、行政全

体として、今見ているように20円も二十何円も上がっているわけですから、当然それはそ

の分を、20円も違えばこれはもう企業努力の範囲をとっくに超えていますから、それは行

政としてしっかりとした手当てをしなければならないというのは当然ですから。それから、

スポーツセンターについてはわかりましたけれども、その辺のほかの部分の単価アップの

部分についてそういうきちっとした検証というものがされているのかどうなのか、それは

ちょっと課がかわってくるのかもしれませんけれども、その辺についての説明を求めたい

というふうに思います。 

 それとまた、夜間の使用の部分については、老朽化ですから、確かに20年もたてばそれ

は当然そういうことになりますよね。だから、これ冬にできないから、本来そういう部分

については先、先にそういうものについてはメンテをきちっとしていかなければならない

のか、どうしてもこういうものというのはふぐあいが出てからでないと、後手に回らざる

を得ないのか、この辺20年と聞けば当然そういうことにはなるだろうなという気はいたし

ます。結局冬にメンテができない分、この燃料分、使用料でしょう、129万、やや130万、

たかなくていい燃料たいて、結局またメンテはするわけですから、そのメンテの分は、私

よく見ていないけれども、新年度予算にそういうのがのってきているのだろうと思うので

す。ちょっとそこまで私確認していないのですが、当然そういうことだと思うのですけれ

ども、結局そういうメンテをきちっとしていないことによってそういうようなお金が、夜

間もたかなければならないお金が出ていくということでしょうし、そもそもがとめていた

ということ自体も劣化とかさびが出たとかということの原因になったということであれ

ば、これはそもそもが使用の仕方というものも指定管理者ともきちっとその辺の協議をし

ておかないと今後は、直すのはしようがないですけれども、直した後もこういう使い方を

しなさいというようなこともきちっとお互いにしておかないと後々またこういうことにな

りかねないということになりますよね。だから、当然ここら辺もきちっとした指定管理者

との打ち合わせというのでしょうか、申し合わせ、取り決めはなければならないというふ

うに今感じましたけれども、その辺も含めて、全体の部分はどっちになるのかあれですけ

れども、答弁はいただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 まず、２点ほどの中の最初のご質問について、全体の取り扱

いということの部分に関しまして私のほうから説明させていただきたいと思います。 

 確かに各指定管理にかかわる公の施設の経費の中の燃料費というようなことについて

は、おっしゃるとおりの部分がございます。このことにつきましては、過去にもいろんな

やりとりがあった中で燃料費高騰に対する対応はどうなのだといった経過がございます。

その中でもお話をさせていただいておりますけれども、指定管理の委託の中で協定を組む

中ではリスク分担ということをお互いに周知した中で協定書を交わしてきております。そ

のリスク分担の中におきまして、価格の大きな変動があったものについては協議をしまし

ょうというのが１項目ございます。このことについても、過去のいろんなやりとりの中で

もご説明させていただいておりますけれども、指定管理を受けた側のほうの要請があれば

応じるといったこともございましたし、また今般は確かにそういったことも踏まえまして、

全道的なと申しますか、近隣の中でも過去のことを踏まえた中でどのような対応をしてい

るかということも調査をさせていただきました。先進的な町村で情報をいただいた中で調

査をさせていただきました。そんな中でこちらとしての押さえ方といたしまして、今まで

の経過を踏まえた中で、今般につきましてはやはり燃料高騰、特にＡ重油の扱いの中で大

きな施設については燃料費が全体に占める割合も確かに大きなものを占めるだろうという

ことで、Ａ重油を扱っている施設に関しては今般はこちらのほうから協議をさせていただ

いたというふうなことでございます。その中で特にスポーツセンターにおきましては、燃

料費が中で大きな割合を占めておりますし、また数量も大きいということで、今回につい

ては単価のアップと、また数量のこともございましたので、あわせて協議の中でこういう

ふうなことで対応していきたいということを内部も含めて検討した結果だということでご

理解いただきたいと思います。いずれにいたしましても、当初から指定管理料の中でこの

部分として募集をし、その金額をもって提案をした中で募集に応じた受託者については理

解を示してきたというふうなとらえ方でございますので、ただそういいましても大きな価

格変動等がございました中ではやはり協議という部分を今後も行っていきたいなというこ

との部分としてまとめたものでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 教育次長。 

〇山本教育次長 ２点目の保守の関係ですけれども、これにつきましては先ほど町議から

質問がありましたけれども、現在は低温で24時間運転しておりますけれども、どこの部分

が原因かというか、そういった原因の部分の究明とかそういったものも必要になります。

20年が経過しているという経過年数的なこともありますけれども、24時間運転していなか

ったということも先ほど説明申し上げましたけれども、原因、要因の一つであるというこ

ともありますので、抜本的な点検とか、それとか修繕の必要がかかる可能性がありますの

で、いずれにしてもシーズンが終わりましてから、５月ぐらいの段階になると思いますけ

れども、きちんとした点検を行った中でこの分に関しての修繕、それからさらに大きなも
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のがあるのかどうかも含めながら検討させていただいて、予算につきましては現在新年度

予算の中では計上しておりません。そういった中で、点検を行った結果で今言った経過年

数とか、どの程度のものかということを踏まえながらまたご提案申し上げることがあると

思いますので、その点につきましてはご理解願いたいと思います。また、今後につきまし

ても、やはり20年経過しているということで、機械にダメージを与えないような方向とい

うか、きちんとした中で指定管理者とも連携をとりながら暖房の取り扱いについて連携を

とってまいりたいというふうに考えていますので、ご理解願いたいと思います。 

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 ここで一般会計補正予算全体を通じての質疑を許します。質疑はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 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23号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２９ 議案第２４号 

〇田村議長 日程第29、議案第24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。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 42ページをごらん願います。議案第24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４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691万4,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ7,316万4,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成24年３月５日提出、浦幌町長。 



 － 92 － 

 43ページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正は説明を省略させていただきま

す。 

 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の総括は説明を省略さ

せていただきます。 

 45ページをごらん願います。２、歳入、１款道支出金、１項道補助金、１目造林補助228万

4,000円を減じ、3,104万2,000円、１節造林補助については事業費の精査、作業種の変更及

び事業地面積の減少による補助対象工事費の減額により造林補助金213万円を更正減する

ものでございます。３節森林整備加速化・林業再生事業補助金については、事業費精査見

込みにより15万4,000円を更正減するものでございます。 

 ２款財産収入、２項財産売払収入、２目素材売払収入43万2,000円を追加し、390万

9,000円、１節間伐材売払収入は確定見込みにより43万2,000円を追加するものでございま

す。 

 ３款繰入金、２項１目基金繰入金578万4,000円を減じ、計０円、工事請負費の減額によ

り基金繰入金578万4,000円を更正減するものでございます。 

 ５款諸収入、１項１目雑入72万2,000円を追加し、172万3,000円、１節雑入は特別高圧送

電線付近支障立木伐採補償費の増加により72万2,000円を追加するものでございます。 

 46ページをごらん願います。３、歳出、１款１項１目財産管理費47万7,000円を減じ、

1,517万1,000円、７節賃金５万円、11節需用費２万円、12節役務費７万7,000円、13節委託

料28万円、16節原材料費５万円の更正減は、いずれも実績見込みによるものでございます。 

 ２款１項財産造成費、１目造林費643万7,000円を減じ、4,858万8,000円、９節旅費２万

8,000円、13節委託料２万8,000円の更正減は、いずれも実績見込みによるものでございま

す。15節工事請負費の633万8,000円の更正減は、補助事業単価の見直しに伴う精査、作業

種を搬出間伐から切り捨て除伐への変更、区域実測調査等による事業地面積の減少による

ものと入札執行残によるものでございます。16節原材料費４万3,000円の更正減は、実績見

込みによ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24号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 
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 よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第３０ 議案第２５号 

〇田村議長 日程第30、議案第25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。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 47ページをお開き願います。議案第25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２回）は次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,856万7,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ８億6,698万1,000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24年３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、50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。 

 次に、52ページをお開き願います。歳入、１款１項国民健康保険税、１目一般被保険者

国民健康保険税1,450万円を追加し、２億2,180万円、１節医療給付費分現年課税分950万円

の追加、２節後期高齢者支援分現年課税分300万円の追加、３節介護納付金分現年課税分

200万円の追加。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税100万円を追加し、760万3,000円、１節医療給付費分

現年課税分100万円の追加。内容につきましては、議案説明資料79ページ、１、国民健康保

険税の項に記載のとおりでございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金3,821万5,000円を減額し、

１億5,061万6,000円、１節現年度分、療養給付費等負担金3,818万3,000円の更正減、介護

納付金負担金３万2,000円の更正減。内容につきましては、議案説明資料80ページ、４、保

険給付費の項に記載のとおりでございます。 

 ２目高額医療費共同事業負担金111万1,000円を減額し、522万5,000円、１節高額医療費

共同事業負担金111万1,000円の更正減。内容につきましては、議案説明資料81ページ、７、

共同事業費拠出金の項に記載のとおりでございます。 

 ２項国庫補助金、１目財政調整交付金2,224万9,000円を減額し、350万円、１節財政調整
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交付金2,224万9,000円の減額。 

 ２目出産育児一時金補助金15万円を減額し、15万円、１節出産育児一時金補助金15万円

の更正減でございます。内容につきましては、議案説明資料80ページ、４、保険給付費の

項に記載のとおりでございます。 

 ４目高齢者医療制度円滑運営事業費補助金13万8,000円を追加し、13万8,000円、１節高

齢者医療制度円滑運営事業費補助金13万8,000円の追加。内容につきましては、議案説明資

料79ページ、一般管理費の項に記載のとおりでございます。 

 ３款１項１目療養給付費等交付金1,541万7,000円を追加し、3,868万7,000円、１節現年

度分、療養給付費等交付金1,541万7,000円の追加。内容につきましては、議案説明資料80ペ

ージ、４、保険給付費の項に記載のとおりでございます。 

 ４款１項１目前期高齢者交付金31万1,000円を減額し、１億4,784万5,000円、１節前期高

齢者交付金31万1,000円の更正減。内容につきましては、議案説明資料81ページ、６の前期

高齢者交付金の項に記載のとおりでございます。 

 ５款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費共同事業負担金111万1,000円を減額し、

522万5,000円、１節高額医療費共同事業負担金111万1,000円の更正減。内容につきまして

は、議案説明資料81ページ、７、共同事業拠出金の項に記載のとおりでございます。 

 ２項道補助金、１目財政調整交付金1,667万7,000円を追加し、5,000万円、１節財政調整

交付金1,667万7,000円の追加。内容につきましては、議案説明資料80ページ、４、保険給

付費の項に記載のとおりでございます。 

 次のページをお開き願います。６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金

１万円を追加し、３万円、１節利子及び配当金、基金利子１万円の追加。内容につきまし

ては、議案説明資料79ページ、２の一般管理費の項に記載のとおりでございます。 

 ７款１項共同事業交付金、１目高額医療費共同事業交付金883万5,000円を減額し、

1,416万5,000円、１節高額医療費共同事業交付金、共同事業交付金883万5,000円の更正減。 

 ２目保険財政共同安定化事業交付金3,461万6,000円を減額し、6,638万4,000円、１節保

険財政共同安定化事業交付金3,461万6,000円の更正減。内容につきましては、議案説明資

料81ページ、７、共同事業拠出金の項に記載のとおりでございます。 

 ８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金897万8,000円を減額し、7,093万

9,000円、１節保険基盤安定軽減分繰入金93万2,000円の更正減、２節保険基盤安定支援分

繰入金18万7,000円の更正減、３節その他一般会計繰入金785万9,000円の更正減、その他一

般会計繰入金に係りましては、出産一時金財政安定化支援分と交付税負担金、療養給付費

等の実績見込みによる繰入金の減額でございます。 

 ２項１目基金繰入金285万4,000円を減額し、687万9,000円、１節基金繰入金、国民健康

保険事業基金繰入金285万4,000円の更正減でございます。 

 10款諸収入、３項雑入、１目一般被保険者第３者納付金212万1,000円を追加し、222万

1,000円、第１節第３者納付金、第３者行為納付金212万1,000円の追加。内容につきまして
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は、議案説明資料82ページ、10、諸収入の項に記載のとおりでございます。 

 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２万8,000円を追加し、2,690万9,000円、７節賃金12万円の更正減、11節需用費、印刷製

本費１万7,000円の追加、12節役務費、通信運搬費12万1,000円の追加、25節積立金、国民

健康保険事業基金積立金１万円の追加。内容につきましては、議案説明資料79ページ、２

の一般管理費の項に記載のとおりでございます。 

 ２項徴税費、１目賦課徴収費10万7,000円を減額し、113万1,000円、19節負担金、補助及

び交付金、十勝市町村税滞納整理機構負担金10万7,000円の更正減。内容につきましては、

議案説明資料80ページ、３、賦課徴収費の項に記載のとおりでございます。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費4,400万を減額し、４億

6,000万円、19節負担金、補助及び交付金、一般被保険者療養給付費保険者負担金4,400万

円の更正減。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費1,300万円を減額し、4,700万円、19節負

担金、補助及び交付金、一般被保険者高額療養費払い1,300万円の更正減。 

 ３目一般被保険者高額介護合算療養費90万円を減額し、10万円、19節負担金、補助及び

交付金、一般被保険者高額介護合算療養費90万円の更正減。 

 ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金84万円を減額し、546万円、19節負担金、補助及

び交付金、出産育児一時金84万円の更正減。内容につきましては、議案説明資料80ページ

から81ページ、４、保険給付費の項に記載のとおりでございます。 

 ３款１項１目後期高齢者支援金18万円を追加し、１億109万6,000円、19節負担金、補助

及び交付金、後期高齢者支援金18万円の追加。内容につきましては、議案説明資料81ペー

ジ、５、後期高齢者支援金の項に記載のとおりでございます。 

 ４款１項１目前期高齢者納付金7,000円を追加し、29万1,000円、19節負担金、補助及び

交付金、前期高齢者納付金7,000円の追加。内容につきましては、議案説明資料81ページ、

６、前期高齢者納付金の項に記載のとおりでございます。 

 ７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業拠出金444万3,000円を減額し、

2,090万1,000円、19節負担金、補助及び交付金、高額医療費共同事業拠出金444万3,000円

の更正減。 

 次のページをお開き願います。３目保険財政共同安定化事業拠出金370万8,000円を減額

し、9,435万5,000円、19節負担金、補助及び交付金、保険財政共同安定化事業拠出金370万

8,000円の更正減。内容につきましては、議案説明資料81ページ、７、共同事業拠出金の項

に記載のとおりでございます。 

 ８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費97万4,000円を減額し、315万5,000円、

13節委託料、特定健診等委託料97万4,000円の更正減。内容につきましては、議案説明資料

82ページ、８、特定健康診査等需用費の項に記載のとおりでございます。 

 ２項保健事業費、１目保健衛生普及費32万3,000円を減額し、269万4,000円、13節委託料、
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総合検診業務委託料80万8,000円の更正減、インフルエンザ予防接種委託料48万5,000円の

追加。内容につきましては、議案説明資料82ページ、９、保健事業費の項に記載のとおり

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48万7,000円を減額し、1,498万

6,000円、23節償還金、利子及び割引料、償還金48万7,000円の更正減。内容につきまして

は、議案説明資料82ページ、10、諸支出金の項に記載のとおりでございます。 

 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25号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第３１ 議案第２６号 

〇田村議長 日程第31、議案第26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。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 59ページをお開き願います。議案第26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から歳入歳出それぞれ945万7,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ５億8,956万4,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成24年３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、62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
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も省略させていただきます。 

 ２、歳入、２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金109万1,000円を減

額し、9,025万6,000円、１節現年度分、介護給付費国庫負担金109万1,000円の更正減。内

容につきましては、議案説明資料83ページから84ページ、３の保険給付費の項に記載のと

おりでございます。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金284万5,000円を減額し、4,441万9,000円、１節調整交

付金284万5,000円の更正減。内容につきましては、議案説明資料83ページから84ページ、

３、保険給付費の項に記載のとおりでございます。 

 ２項地域支援事業交付金92万3,000円を減額し、374万7,000円、１節介護予防事業現年度

分18万4,000円の更正減、２節包括的支援事業・任意事業現年度分73万9,000円の更正減。

内容につきましては、議案説明資料84ページから86ページ、４の地域支援事業の項に記載

のとおりでございます。 

 ３、介護保険事業費補助金128万6,000円を追加し、128万6,000円、１節介護保険事業費

補助金128万6,000円の追加。内容につきましては、議案説明資料83ページ、１、システム

改修業務委託料の項に記載のとおりでございます。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金203万円を減額し、7,942万9,000円、

１節現年度分介護給付費道負担金203万円の更正減。内容につきましては、議案説明資料

83ページから84ページ、３、保険給付費の項に記載のとおりでございます。 

 ３項道補助金、１目地域支援事業交付金46万2,000円を減額し、187万3,000円、１節介護

予防事業現年度分９万2,000円の更正減、２節包括的支援事業・任意事業現年度分37万円の

更正減。内容につきましては、議案説明資料84ページから86ページ、４、地域支援事業の

項に記載のとおりでございます。 

 次のページをお開き願います。４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金288万円

を減額し、１億5,555万1,000円、１節現年度分、介護給付費交付金288万の更正減。内容に

つきましては、議案説明資料83ページから84ページ、３、保険給付費の項に記載のとおり

でございます。 

 ２目地域支援事業交付金22万円を減額し、200万円、１節現年度分、地域支援事業交付金

22万円の更正減。内容につきましては、議案説明資料84ページから86ページ、地域支援事

業の項に記載のとおりでございます。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金29万2,000円を減額し、１億1,721万

円、１節介護給付費繰入金120万円の更正減。内容につきましては、議案説明資料83ページ

から84ページ、３、保険給付費の項に記載のとおりでございます。２節地域支援事業繰入

金、介護予防事業繰入金９万2,000円の更正減、包括的支援事業・任意事業繰入金37万円の

更正減。内容につきましては、議案説明資料84ページから86ページ、４、地域支援事業の

項に記載のとおりでございます。３節職員給与費等繰入金20万1,000円の追加、人件費の繰

り入れでございます。４節事務費繰入金116万9,000円の追加。内容につきましては、議案
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説明資料83ページ、１、システム改修業務委託料、２、介護認定審査会の項に記載のとお

りでございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費277万4,000円を追加し、2,018万

8,000円、２節給料20万1,000円の追加、13節委託料、システム改修業務委託料257万3,000円

の追加。内容につきましては、議案説明資料83ページ、１、システム改修業務委託料の項

に記載のとおりでございます。 

 ３項１目介護認定審査会費11万8,000円を減額し、544万6,000円、12節役務費、手数料11万

8,000円の更正減。内容につきましては、議案説明資料83ページ、２、介護認定審査会の項

に記載のとおりでございます。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス等給付費2,000万円を

追加し、１億4,000万円、19節負担金、補助及び交付金、居宅介護サービス等給付費保険者

負担金2,000万円の追加。 

 ３目地域密着型介護サービス等給付費900万円を減額し、9,100万円、19節負担金、補助

及び交付金、地域密着型介護サービス等給付費保険者負担金900万円の更正減。 

 ４目施設介護サービス等給付費1,600万円を減額し、２億2,200万円、19節負担金、補助

及び交付金、施設介護サービス等給付費保険者負担金1,600万円の更正減。内容につきまし

ては、議案説明資料83ページから84ページ、３、保険給付費の項に記載のとおりでござい

ます。 

 次のページをお開き願います。２項１目高額介護サービス等費100万円を減額し、1,200万

円、19節負担金、補助及び交付金、高額介護サービス等費負担金100万円の更正減。内容に

つきましては、議案説明資料83ページから84ページ、３、保険給付費の項に記載のとおり

でございます。 

 ３項１目高額医療合算介護サービス等費30万円を減額し、170万円、19節負担金、補助及

び交付金、高額医療合算介護サービス等費負担金30万円の更正減。内容につきましては、

議案説明資料83ページから84ページ、３、保険給付費の項に記載のとおりでございます。 

 ４項１目特定入所者介護サービス等費330万円を減額し、2,970万円、19節負担金、補助

及び交付金、特定入所者介護サービス等費保険者負担金330万円の更正減。内容につきまし

ては、議案説明資料83ページから84ページ、３の保険給付費の項に記載のとおりでござい

ます。 

 ４款１項地域支援事業費、１目介護予防事業費73万6,000円を減額し、666万7,000円、７

節賃金36万4,000円の更正減、８節報償費４万2,000円の更正減、12節役務費、通所型介護

予防事業参加者傷害見舞金制度保険料２万6,000円の更正減、13節委託料通所型介護予防事

業委託料33万6,000円の更正減、特定高齢者把握事務委託料17万1,000円の追加、14節使用

料及び賃借料、自動車借り上げ料13万9,000円の更正減。内容につきましては、議案説明資

料84ページから86ページ、４、地域支援事業の項に記載のとおりでございます。 

 ２目任意事業費94万7,000円を減額し、367万8,000円、20節扶助費、介護用品給付費89万
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7,000円の更正減、家族介護慰労金５万円の更正減。内容につきましては、議案説明資料84ペ

ージから86ページ、４の地域支援事業の項に記載のとおりでございます。 

 ３目包括支援事業費90万2,000円を減額し、2,431万円、８節報償費６万円の更正減、９

節旅費、普通旅費23万3,000円の更正減、12節役務費、通信運搬費５万4,000円の更正減、

手数料７万円の更正減、13節委託料、介護予防プラン作成委託料45万6,000円の更正減、19節

負担金、補助及び交付金、北海道ケアマネジャー連絡協議会負担金１万円の更正減、会議

等参加負担金１万9,000円の更正減。内容につきましては、議案説明資料84ページから86ペ

ージ、４の地域支援事業の項に記載のとおりでございます。 

 ５款１項基金積立金、１目介護給付費準備基金等積立金７万2,000円を追加し、130万

5,000円、25節積立金、介護給付費準備基金積立金７万2,000円の追加。内容につきまして

は、議案説明資料83ページから84ページ、３、保険給付費の項に記載のとおりでございま

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26号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第３２ 議案第２７号 

〇田村議長 日程第32、議案第27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。 

 提案理由の説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 68ページをごらんいただきます。議案第27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４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660万8,000円を減額し、歳入歳出の
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総額を歳入歳出それぞれ２億5,374万9,000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24年３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。 

 70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。 

 今回の補正予算の内容につきましては、診療報酬収入の実績見込みによる補正並びに歳

出につきましては看護師等の出入りにかかわる人件費等の実績見込みに伴う精算及び出来

高に伴う医薬材料費、検査や業務委託料の補正の内容でございます。説明資料につきまし

ては、87ページになります。 

 71ページをごらんいただきたいと思います。７、歳入、１款繰入金、１項他会計繰入金、

１目一般会計繰入金1,100万8,000円を減額し、9,096万6,000円、１節一般会計繰入金

1,100万8,000円の更正減でございます。 

 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入440万円を追加し、１億5,177万円、１節保険診療収

入360万円の追加、２節労災収入18万円の追加、３節自賠責収入14万円の更正減、４節自由

診療収入260万円の更正減、５節健康診査収入300万円の追加、６節その他診療収入36万円

の追加、いずれも実績見込みによる補正でございます。 

 72ページをごらん願います。３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費７万1,000円

を減額し、4,545万3,000円、27節公課費７万1,000円の更正減、消費税確定に伴うものでご

ざいます。 

 ２目医業費653万7,000円を減額し、２億314万7,000円、２節給料116万円の更正減、３節

職員手当等75万4,000円の更正減、４節共済費210万7,000円の更正減、７節賃金479万

2,000円の更正減、以上人件費でございます。９節旅費15万円の更正減、11節需用費342万

1,000円の追加、13節委託料99万5,000円の更正減でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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27号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 
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 よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第３３ 議案第２８号 

〇田村議長 日程第33、議案第28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。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 73ページをごらんください。議案第28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２回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ229万2,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ３億6,417万3,000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。 

 （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24年３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。 

 次のページをごらんください。第２表、地方債補正、変更、補正後で申し上げます。起

債の目的、下水道事業、限度額2,880万円、公共下水道事業、限度額2,880万円、計2,880万

円、補正前に比べ320万円の減額です。起債の方法、利率、償還の方法は、補正前と同じで

ございます。 

 次のページの歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括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。このたびの補正につきましては、下水道使用水量増に伴

う使用料の追加補正と公共下水道改築事業の額の確定による執行残の減額補正、また消費

税の追加補正をするものでございます。内容といたしましては、説明資料88ページに記載

してございます。 

 ２、歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目公共下水道費分担金９万9,000円を

追加し、10万円、新設１件による受益者分担金の追加でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目公共下水道使用料165万円を追加し、6,885万

円、現年度における公共下水道使用料の追加でございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道事業費補助金42万9,000円を減額し、

3,237万1,000円、公共下水道事業費補助金、社会資本整備総合交付金の額の確定による更

正減でございます。 

 ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金41万2,000円を減額し、２億2,769万
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9,000円、一般会計からの繰入金の更正減でございます 

 ８款１項町債、１目公共下水道事業債320万円を減額し、2,880万円、公共下水道事業債

の額の確定による更正減でございます。 

 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281万円を追加し、470万4,000円、消費税中間申告分の追加でございます。 

 ２項施設管理費、１目管渠管理費10万4,000円を減額し、396万4,000円、13節委託料、管

渠等清掃業務委託料の執行残による更正減でございます。 

 ２目処理場管理費10万円を減額し、2,729万2,000円、11節需用費、医薬品等消耗品費の

執行残でございます。 

 ２款事業費、１項１目下水道建設費489万8,000円を減額し、7,224万9,000円、13節委託

料125万6,000円、15節工事請負費364万2,000円につきましては、事業費確定における執行

残でございます。 

 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28号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第３４ 議案第２９号 

〇田村議長 日程第34、議案第29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。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 79ページをごらんください。議案第29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２回）は次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ531万6,000円を減額し、歳入歳出の
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総額を歳入歳出それぞれ4,733万4,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （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24年３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。 

 次のページをごらんください。第２表、地方債補正、変更、補正後で申し上げます。起

債の目的、下水道事業、限度額970万円、個別排水処理施設整備事業、限度額970万円、計

970万円、補正前に比べ490万円の減額です。起債の方法、利率、償還の方法は、補正前と

同じでございます。 

 次のページの歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括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。このたびの補正につきましては、前納件数増に伴う受益

者分担金の追加補正と個別排水処理施設整備事業の額の確定による執行残の減額補正をす

るものでございます。内容といたしましては、説明資料89ページに記載してございます。 

 ２、歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目個別排水処理分担金44万円を追加

し、70万円、前納件数増に伴う受益者分担金の追加でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目排水処理施設使用料21万4,000円を減額し、

970万1,000円、現年度分における排水処理施設使用料の更正減でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金64万2,000円を減額し、2,456万

4,000円、一般会計からの繰入金の減額でございます。 

 ７款１項町債、１目個別排水処理施設整備事業債490万円を減額し、970万円、個別排水

処理施設整備事業債の額の確定による更正減でございます。 

 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、27節公課費10万6,000円を減額し、32万2,000円、消費税額確定による更正減でござい

ます。 

 ２目普及推進費50万円を減額し、152万1,000円、19節負担金、補助及び交付金、水洗便

所改造等補助金の執行残による更正減でございます。 

 ２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費21万円を減額し、1,608万円、保守業務委

託料の執行残による更正減でございます。 

 ２款事業費、１項１目個別排水処理施設建設費450万円を減額し、1,150万円、当初予算

10基が７基の実績による工事請負費の執行残による更正減でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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。 
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 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29号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第３５ 議案第３０号 

〇田村議長 日程第35、議案第30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。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 85ページをごらんください。議案第30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から歳入歳出それぞれ327万6,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ４億3,612万円とする。 

 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。 

 （繰越明許費） 

 第２条 繰越明許費の追加は「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （地方債） 

 第３条 地方債の変更は「第３表 地方債補正」による。 

 平成24年３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。 

 次のページをごらんください。第２表、繰越明許費補正、追加、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8,700万円。この追加補正につきま

しては、道営畑地帯総合整備事業、下浦幌地区営農用水事業を国の繰越明許費により実施

する町の負担金でございます。 

 第３表、地方債補正、変更、補正後で申し上げます。起債の目的、簡易水道事業、限度

額１億6,360万円、計１億6,360万円。起債の方法、利率、償還の方法は、補正前と同じで

ございます。 

 この補正につきましては、現年度における下浦幌地区営農用水事業の町負担金分と簡易
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水道事業費の額の確定による変更で2,780万円の追加となってございます。 

 次のページの歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括は省略させていただきます。 

 89ページをごらんください。このたびの補正につきましては、水道使用水量増に伴う水

道使用料及び各浄水場の施設管理に係る事業費の追加補正と統合簡易水道事業の確定等に

伴う執行残の減額補正をするものでございます。また、繰越明許費により実施する下浦幌

地区営農用水事業に係る事業負担金を追加するものでございます。内容といたしましては、

説明資料90ページ、91ページに記載してございます。 

 ２、歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目簡易水道費負担金575万円を減額し

て148万円、水道管移設工事負担金の額の確定による更正減でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料427万8,000円を追加して１億

4,820万円、現年度における水道使用料の追加でございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目簡易水道事業費補助金、2,072万8,000円を減額

して1,695万9,000円、簡易水道事業費補助金の額の確定による更正減でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金887万6,000円を減額して１億157万

4,000円、一般会計からの繰入金の更正減でございます。 

 ７款１項町債、１目簡易水道事業債2,780万円を追加し、１億6,360万円、簡易水道事業

債の額の確定と繰越明許費の実施に係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53万8,000円を減額して2,631万2,000円、消費税額の確定による更正減でございます。 

 ２目施設管理費82万4,000円を追加し、6,278万4,000円、11節需用費11万円追加、今年度

の厳寒の気象状況と単価アップによる燃料費の16万円、川上浄水場の普及率増に伴う光熱

水費50万円、巡回車及びスノーモービルの修繕料44万円の追加でございます。12節役務費

27万6,000円の更正減、監視システムを専用回線から光回線へ変更したことによる通信運搬

費の更正減でございます。 

 ２款１項事業費、１目給水事業費391万2,000円を減額し、１億9,712万9,000円、13節委

託料24万5,000円、15節工事請負費7,414万9,000円、16節原材料費40万円につきましては、

事業の確定及び執行残による更正減でございます。19節負担金、補助及び交付金7,133万

2,000円の追加、道営下浦幌地区営農用水事業の負担金の確定と繰越明許費の実施に係る追

加でございます。22節補償、補填及び賠償金45万円につきましては、事業実施区間変更に

よる更正減でございます。 

 ３款１項公債費、２目利子35万円を追加し、4,580万5,000円、23節償還金、利子及び割

引料35万円、長期債償還利子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。 
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 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30号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎休会の議決 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 ここでお諮りをいたします。あすから３月８日までの３日間、議事の都合により休会と

し、３月９日午前10時から本会議を開きたいと思いますが、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、あすから３月８日までの３日間休会とし、３月９日午前10時から本会議を開く

ことに決定をしました。 

 

    ◎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 ６時１７分 


