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平成２６年第１回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

平成２６年３月１０日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 ３時１３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 常任委員会報告 

 日程第 ６ 行政報告（町長） 

 日程第 ７ 平成２６年度町政執行方針 

 日程第 ８ 平成２６年度教育行政執行方針 

 日程第 ９ 議案第 ７号 浦幌町長期継続契約を締結することができる契約を定める 

              条例の一部改正について 

 日程第１０ 議案第 ８号 浦幌町公民館の設置及び管理等に関する条例等の一部改正 

              について 

 日程第１１ 議案第 ９号 浦幌町社会教育委員設置条例の一部改正について 

 日程第１２ 議案第１０号 浦幌町地域会館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１３ 議案第１１号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

 日程第１４ 議案第１２号 東十勝障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更につい 

              て 

 日程第１５ 議案第１３号 平成２５年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第１６ 議案第１４号 平成２５年度浦幌町町有林野特別会計補正予算 

 日程第１７ 議案第１５号 平成２５年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算 

 日程第１８ 議案第１６号 平成２５年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第１９ 議案第１７号 平成２５年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算 

 日程第２０ 議案第１８号 平成２５年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算 

 日程第２１ 議案第１９号 平成２５年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算 

 日程第２２ 議案第２０号 平成２５年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 

〇出席議員（１１名） 

    １番  関  井  雅  明     ２番  差  間  正  樹 
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    ３番  安  藤  忠  司     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（１名） 

    ５番  二  瓶     隆 

 

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   鈴  木  宏  昌 

     まちづくり政策課長   菅  原     敏 

          町 民 課 長      小 路 谷  守  昌 

     保健福祉課長   熊  谷  晴  裕 

          産 業 課 長      大  山  則  幸 

     施 設 課 長   新  川  寿  雄 

     上浦幌支所長   横  田  孝  志 

     会計管理者   永  澤  厚  志 

          診療所事務長      佐  藤  勇  人 

 

    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      吉  田  裕  明 

 

    監 査 委 員 

     代表監査委員   神  谷  敏  昭 
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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11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26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26年２月24日をもって招集されました平成26年第１回浦幌町議会定例会の運営につ

いて、去る３月３日午前開催した議会運営委員会の審議結果について報告をいたします。 

 委員会には委員全員と正副議長出席のもと、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、日程等について協議をいたしました。 

 議案等の提案予定件数は町提出26件で、内容は平成26年度町政執行方針及び教育行政執

行方針、一般議案は６件、平成25年度補正予算案８件、平成26年度予算案９件、同意案件

１件であります。議会提出は、発議、発委等であります。以上の内容を踏まえ、会期は本

日３月10日より３月19日までの10日間でお願いをいたします。 

 次に、一般質問でありますが、３月14日午後６時からナイター議会として行います。通

告については、明日11日午前12時までにお願いをいたします。なお、ナイター議会の開催

につきましては、理事者を初め各執行機関の長及び説明員の皆様にもご理解とご協力を賜

りますようお願いを申し上げます。 

 本日は、諸般の報告、常任委員会報告、行政報告、平成26年度町政執行方針及び教育行

政執行方針に続き、一般議案第７号から第12号まで６件、平成25年度一般会計ほか各特別

会計補正予算案の議案第13号から第20号まで８件の審議を予定しておりますので、よろし

くお願いいたします。 

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

おります。 

 以上、議会運営委員会において審議をした結果であります。議員各位のご協賛賜ります

ようお願い申し上げます。 

 次に、議会の活性化に関する諮問について報告いたします。 



- 5 - 
 

 平成23年９月９日に議長より議会運営委員会に諮問された７項目のうち、５、議員定数

に関すること、６、議員報酬に関することを除く５項目については、平成24年９月３日、

第１次答申として既に議長に答申を終えております。その後、同年12月、第４回町議会定

例会において議会基本条例が提案され、全会一致で可決。翌25年４月１日から施行し、町

民に信頼される開かれた議会、町民参加を推進する議会を目指して議会の活性化に取り組

んでいるところであります。残る諮問２項目の議員定数と議員報酬に関することについて

は、本年３月までに結論を出すこととしていました。浦幌町議会として適切な議員定数、

議員報酬について町民アンケート調査、議員定数・議員報酬講演会、議会報告会等で出さ

れた意見などを踏まえ、町民の民意の反映や人口規模、委員会構成などさまざまな観点か

ら管内町村議会の視察調査も行い、１年をかけ慎重な議論を重ねてまいりました。 

 まず、議員定数についてですが、次期一般選挙より議員定数を２人削減し、11人とする

としました。主な決定理由としては、常任委員会機能を維持、充実させていくことは、議

長を除き一常任委員会において多種多様な意見と民意の反映により議論できる人数として

最低５人を確保する必要があり、維持していくことは可能である。また、議会は人口を目

安として議員定数を定めていくことは重要であるが、議会本来の目的や権限が発揮されな

ければ二元代表制でいう議会機能は維持していけません。したがって、人口規模を全く無

視するものではないことから、北海道内、類似団体、十勝管内の町村議会も参考にした結

果、現在の浦幌町の人口規模からして11議席が妥当であるとしたものです。 

 次に、議員報酬についてですが、議員報酬の額は引き上げることが妥当であるとしまし

た。決定の理由ですが、議員報酬は平成20年６月の地方自治法の一部改正により非常勤の

行政委員と明確に異なることが位置づけられました。議会は、合議制の機関として各年代

層や階層から議員が選出されることが望ましく、浦幌町議会における議会活動の実態から

見たときに現在の議員報酬は議員活動を反映しているとは言えず、議員報酬を引き上げる

ことが妥当であるとしたものです。しかし、議員報酬の引き上げには過去に町財政が逼迫

し、行財政改革として行った町理事者の給料、非常勤特別職を含む他の行政委員等の委員

報酬についても引き上げを前提として今後町全体としてどうあるべきかをあわせて検証す

ることを附帯意見としました。 

 なお、詳細につきましては写しを配付しておりますので、説明は省略させていただきま

す。 

 以上、議会の活性化について最終答申として本日議長に答申しましたので、報告をいた

します。 

 また、本日は浦幌中学校の３年生40名が卒業を目前にして社会科の授業の一環として傍

聴に見えております。議会も町民に開かれた議会、町民参加の議会を目指して取り組んで

いる中で大変うれしく思っております。浦幌町の議会が生徒の規範となるよう、ともに努

力してまいりたいと思います。 

 議会運営委員長報告は以上であります。 
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〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 会議録署名議員の指名 

〇田村議長 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期会議録の署名議員は、会議規則第125条の規定により、12番、野村俊博議員、１番、

関井雅明議員を指名いたします。 

 

    ◎日程第３ 会期の決定 

〇田村議長 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りをいたします。本定例会の会期は、本日から３月19日までの10日間にしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から３月19日までの10日間に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26年２月24日付で町長並びに教育委員会委員長、

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26年２月14日から平成26年３月９日までの議長等の動静及び監査委員から提

出のあった平成25年11月分から平成26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。 

 以上で報告を終わります。 

〇田村議長 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第５ 常任委員会報告 

〇田村議長 日程第５、常任委員会報告を許します。 

 総務文教厚生常任委員会、福原委員長。 

〇福原総務文教厚生常任委員長 総務文教厚生常任委員会調査報告をいたします。 

 本委員会に付託された調査事件について、調査の結果を浦幌町議会会議規則第77条の規

定により報告いたします。 

 １、調査事件、社会教育の現状について。各公民館の現状、図書館の現状、博物館の現

状。 

 ２、調査実施期日、平成26年１月28日、平成26年２月14日。 

 ３、調査の経過と結果。本委員会は、図書館、博物館の現地調査を事前に行い、引き続
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き委員会室で社会教育の現状について、主に４公民館、図書館、博物館施設の多岐にわた

る活動状況の資料による説明を受けながら調査を行いました。 

 詳細は、お手元の資料のとおりですので、ごらんおき願います。 

 次に、所見を報告いたします。各施設とも、地域の特色を十分に生かし、住民にわかり

やすく外部指導者等を導入するなど、活発な事業が展開されていることが確認された。今

後は、公民館、図書館、博物館事業ともに新たな事業展開も含め、住民周知については、

さらなる工夫をしながらＰＲに努められたい。 

 公民館事業については、高齢化率約35％という現状での講演や講座の開設は、苦心の跡

が見られ、講師の関係もあるがテーマによっては、日中のほうが人の集まりがよいケース

もあるように思われる。また、内容次第では、さらに他団体への呼びかけを行うなど協力

依頼をして開催されるよう望む。 

 公民館施設については、本年４月１日より、高齢者と障がいを持つ方を対象に使用料が

免除され無料化が図られるが、今後においても、有料、無料にかかわらず住民ニーズを把

握し、地域住民の文化活動や交流、連帯を図る活動の拠点として、文化の情報発信の場に

ふさわしい運営を望む。 

 図書館事業については、蔵書は幼児から高齢者まで配慮され、７万冊以上と当初計画を

達成している。今後の蔵書購入事業については、利用者ニーズを把握し、さらには併設す

る博物館とのかかわりを持った特色のある購入計画についても配慮されたい。情報化時代

の中、電子図書が普及されてきているため、図書館とのかかわりについて、継続して情報

収集に努められたい。 

 また、開館時間を試験的に延長するなど新しい取り組みも行われており、利用者にとっ

て望ましいものとなるよう期待したい。 

 博物館事業については、白亜紀から現代までの膨大な資料とともに、地域に密着した情

報を共有しながら、今後も有効な公共施設利用がなされるよう努力されたい。 

 以上、総務文教厚生常任委員会報告を終わります。 

〇田村議長 これで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 行政報告をさせていただきます。 

 平成26年２月14日から平成26年３月９日までの町長等の動静につきましては、お手元に

配付のとおりでありますので、ごらんおきを願いたいと思います。 

 その２、建設工事入札結果につきましては、アイスアリーナスクリューチラーユニット

圧縮機取りかえ工事（その２）ほか１件であります。 

 ３のその他については、特段ありません。 
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 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２６年度町政執行方針 

〇田村議長 日程第７、平成26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26年第１回町議会定例会の開会にあたり、町政執行方針を申し上げます。 

 本年は「浦幌町第３期まちづくり計画」前期実施計画期間の４年次にあたり、さらに基

本計画における期間終了前１年ともなり計画策定に備え後期につなぐ重要年であり「浦幌

町第３期まちづくり計画」の着実な執行と町長としての使命の大きさと責任の重さにさら

に身を引き締め、町民との協働のまちづくりに向けた取組を果たすべく決意を新たにして

いるところであります。 

 常に町民の目線に立ち第３期まちづくり計画に掲げております「みんなの知恵・世代を

超えて創るまち」を進め、協働のまちづくりのバイブルとなる「町民参加条例」による行

政の責務を進めることが本町のさらなる活性化につながり、夢と希望のもてるまちづくり

を進めるとの変わらない信念をもつものであります。 

 現在、日本を取り巻く環境は内外において厳しい問題が山積し、特にＴＰＰ問題は本町

の基幹産業に直接、影響を受けることが懸念される中にあって、ＴＰＰ交渉における大筋

合意が見送られたと報道されていますが、我が国が主張しているコメなど重要５農産物の

関税撤廃に関して大きな隔たりがあるとも言われており、交渉内容が公表されず不安が増

幅される状況下にあって、さらに豪州との経済連携協定（ＥＰＡ）における冷凍牛肉の関

税引き下げに応じる構えを見せているとも報道され、今後の関税交渉によって農業に限ら

ずあらゆる産業にどのように影響を及ぼすのか不透明感が拭えません。 

 至上原理主義的な自由経済における環境が進むことになると産業構造に変化をもたら

し、行政サービスにも想定できない影響が懸念されるものであります。 

 国政においては、消費税増税による税収と景気改善への期待を背景に大幅な歳入予算が

平成26年度政府予算案によって示されましたが、地方交付税における地方自治体への配分

額は２年連続の減額措置を伴った内容であります。 

 地方交付税における減額措置の背景には地方税収増を反映してのことで、あくまで景気

改善によってであり、期待感からの要素が高く実体経済の動向による影響を受けるもので

地方交付税に大きく依存している過疎市町村にとっては、依然として不安感が拭えない状

況であります。 

 国は従前から地方交付税においては「国が地方に代わって徴収する地方税」という性格

を持ち、いわば「地方固有の財源」であると言っており、この基本措置を堅持することを

期待して止みません。 
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 平成23年３月11日に東北地方を襲った東日本大震災から３年が経過しようとしており、

薄れていく記憶を忘れないことが被災者、そして被災地への思いであると改めて信じるも

のであります。 

 近年は、局所的な気象の変化がもたらす災害により従前の対策では対応しきれないよう

な状況があり、このことは気象庁が昨年「特別警報」の運用を開始したことからもうかが

えるもので防災対策をさらに充実し、町民の皆様に安心安全な環境を整えてまいりたいと

意を強くするものであります。 

 自主財源に多くを望めない環境にあって、財政健全化を伴った本町の行政基盤をより強

固にするため、課題解決に向けて職員とともに柔軟に、かつ機敏に最大限の力をもって町

政執行に取り組んでまいる所存でございます。 

 平成26年第１回町議会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

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。 

 町政運営の基本として行政計画において最上位にある「浦幌町第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での計画執行と最重要課題であり

ます人口減少対策としての重点プロジェクトである「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」をさらに継続して進めてまいります。 

 平成26年度政府予算案において、公共投資増額と社会保障費の充実を重点的に編成され

ている一方、地方交付税減額と表裏一体を有しており、このような状況の中、平成26年度

町予算においては行政の効率的運用と財政基盤強化を図るため「財政の健全化」に努め、

第３期まちづくり計画と町政執行の両輪をなす「行財政改革プラン2011」による厳しい変

革の時代に対応する行財政運営を基本に予算編成を行ったところであります。 

 一般会計予算は総額58億9,000万円で前年度当初予算比100万円0.02％減、８特別会計を

合わせた総額は87億8,695万円であり、前年度当初予算比3,806万円0.4％の減となっており

ます。 

 一般会計歳入につきましては、町税収入が前年度当初予算比0.5％増の５億2,163万円を

見込み、歳入の大半を占める普通交付税は前年度当初予算比0.5％減の31億5,500万円、臨

時財政対策債は前年度当初予算比5.0％減の１億9,000万円を見込み、普通交付税に臨時財

政対策債を加えた実質的な普通交付税の総額は前年度当初予算比0.7％減の33億4,500万円

を見込みました。 

 本年４月からの消費税率引上げに伴い、国の平成25年度一般会計補正予算において補助

金が交付される低所得者対策としての「臨時福祉給付金（簡素な給付措置）及び子育て世

帯の消費の下支えを図るための「子育て世帯臨時特例給付金」について、可能な限り早い

時期に支給を行いたく事務を進めておりますが、平成26年２月６日に成立したため、国庫

支出金の事務が整い次第、あらためてご提案申し上げる運びとなるものであります。 

 また、この度の増率に伴う使用料等に係っての改定は行いませんが、推移を見極めてま
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いりたいと思っているところであります。 

 高齢者・障がい者の方々に社会参加の促進や健康増進を図ることを目的に本年度からパ

ークゴルフ場を始めとした一部公共施設の使用料免除による無料化を実施します。現在も

免除利用証の申請受付を行っておりますので多くの方が利用申請して頂きますよう願うも

のであります。 

 役場庁舎において本年度は平成25年度からの繰越による耐震・防災改修工事を施工する

こととなりますが、工事の概要及び工程につきましては、工事施工業者との協議が整い次

第、早急に皆様にお知らせをし、また町行政サービス業務においては支障をきたさない様、

万全の態勢を図ってまいる所存でありますので当分の間、町民並びに町議会の皆様におか

れましてはご不便をおかけすることとなりますが、ご理解とご協力を賜りますよう切にお

願い申し上げる次第であります。 

 事務処理の能率化及び改善を図るため、行政事務全般にわたり町職員とともに検討して

まいりましたが、さらに住民サービス向上を目指す観点から、わかりやすい行政組織づく

りを進めるため、本年度からスクールバス業務における従前の町長部局から教育委員会へ

の移管を始めとした一部事務事業における所管替え等を行い、利便性を高めてまいります。 

 本定例会に係る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、産業の振興についてでありますが、平成25年十勝管内農業協同組合取扱高の概算で

は過去最高だった平成24年をさらに上回る2,658億円となることが昨年末に発表され、その

際の十勝総合振興局長の発言にもあったとおり、厳しい経営環境の中にあって過去最高を

記録したのは、まさしく十勝農業の底力を示すものであると思っております。 

 国においては「農林水産業・地域の活力創造プラン」がまとめられ、農業政策も大幅に

見直されることになっており、農業を取り巻く環境が大きく変化する中、これらの政策が

今後どのような影響をもたらすのか、その動向を注視していかなければならないものと考

えております。 

 特にＴＰＰ問題については、昨年７月から日本が正式に交渉参加するなど協定締結に向

けての準備が進められており、農業をはじめ一次産業を基幹産業とする本町においては、

ＴＰＰへの参加によって地域全体が崩壊する事態も想定されることから、政府に対し「農

林水産分野の重要５品目の聖域確保ができない場合、脱退も辞さない」等とする、昨年４

月の衆・参両議院農林水産委員会の決議の遵守を強く求めるなど、今後とも町議会をはじ

め関係機関・団体とさらに連携を強め活動を継続してまいります。 

 畑作物につきましては、４月から５月中旬にかけての天候不順により、植え付け作業に

遅れがあったものの、その後の天候回復により生育は順調に進み作況も平年並みに回復し

ました。 

 ９月から10月にかけては、長雨により収穫作業には大変苦労され、豆類に着色等の品質

低下や地域間、圃場間での収量の格差もみられましたが、全般的には概ね順調な作柄とな
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り、生産高も昨年に引き続き好調で豊穣な出来秋となりました。 

 本年度も昨年に引き続き各種生産支援事業を実施してまいりますが、生産者による土づ

くりが積極的に取り組まれている中、特に要望が高まっている堆肥の生産奨励事業につい

ては、補助金額を増額し支援してまいります。 

 農地基盤の根幹をなす生産基盤の整備につきましては、引き続き浦幌地区道営畑地帯総

合整備事業、浦幌地区農業基盤整備促進事業を推進し、近年の長雨傾向に対処するため町

単独事業の明渠、暗渠排水事業等による圃場整備を継続して進めてまいります。さらに圃

場の透排水性を向上させるため、本年度から暗渠排水事業を拡充させるとともに「緊急農

地排水不良改善対策事業」を引き続き実施してまいります。 

 また、新規事業として、合流地区畑地帯総合整備事業を本年度から事業着手してまいり

ます。 

 これらの取組が一助となって、昨年以上の豊穣の出来秋が迎えられることを念願して止

まないところであります。 

 畜産につきましては、生乳生産量において前年を下回る厳しい状況が続き、肉用牛の個

体販売においては好調な状況ではありますが飼料代の高止まりなど厳しい経営環境が続い

ております。 

 本年度においても、安定的な生乳生産量を確保するための支援事業を継続して実施する

とともに、良質な自給飼料の確保が重要であることから、補助単価の見直しなど良質粗飼

料増産対策事業を拡充し実施してまいります。 

 優れた黒毛和種雌牛の導入を支援するため、これまで実施してきた優良肉用繁殖雌牛導

入促進事業については、肉用牛の資質向上と優良血統を残し肉用牛生産基盤の強化促進を

図るため自家保留牛に対する支援等も加え、新たに「肉用牛生産基盤強化対策事業」とし

て実施してまいります。 

 また、家畜伝染病のまん延が危惧されていることから家畜伝染病自衛防疫推進事業に対

しても継続的に支援を実施してまいります。 

 一昨年度から計画的に進めている模範牧場の施設整備については、本年度哺育舎を新築

するとともに、作業機械等を更新し、自給飼料の供給と飼養環境の向上により預託牛の発

育増進を図り、酪農家の生産基盤の安定確保に努めてまいります。 

 林業につきましては、昨年から為替状況が円安に転じたことや住宅着工が消費税増税前

の駆け込み需要により順調であることを受け、製材工場で受注量が増加し原木在庫に不足

感が出始めており、伐期を迎えた人工林の主伐による素材生産が活発な動きとなっていま

す。しかしながら、製品及び原木の価格に反映している状況にないため、更なる価格上昇

に期待し、この情勢を的確に把握しながら、安定した木材の供給に努めることが重要と考

えているところです。 

 本年は「浦幌町森林整備計画」の樹立年であることから、北海道が定めた「十勝地域森

林計画」に基づき森林資源の循環利用の推進と森林が持つ多面的機能の発揮に向けた普及
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啓発活動を関係機関と連携し、適切な森林施業の推進に努めてまいります。 

 また、森林所有者に対しましては、植栽、下草刈及び除間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に必要な施業に支援してまいります。 

 漁業につきましては、本町の太宗漁業である秋さけ定置網漁業が未曽有の不漁であった

過去３年間に比べ、昨年は明るい兆しが見えたものの、過去10年間の平均と比べると７割

ほどの資源回復に留まり、ししゃも漁は悪天候により出漁日数が少なく昨年の５割ほどの

水揚げ量となり、また他の魚種につきましても同様であり、総体的な水揚げ高の低迷と燃

油高騰により、漁業を取り巻く環境は依然として厳しい状況下にあります。 

 こうした中、沿岸漁業を支えるためには、資源管理型漁業の推進が重要であり、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」に対し支援を実施すると

ともに、漁場の環境保全のため、多面にわたり悪影響を及ぼしているヒトデの駆除対策事

業においても関係機関と連携しながら継続支援してまいります。 

 また、厚内漁港の整備につきましては、事業実施主体である北海道と連携を図りながら、

着実な整備促進が図られるよう、今後とも政務活動の中で継続的に要請してまいります。 

 商工業の振興施策につきましては、昨年４月から中小企業振興条例に基づく町融資制度

を見直した中で、設備投資などの資金需要が拡大しているところですが、地域全体に景気

回復が波及しているとは判断できないことから、引き続き国等の施策も活用しながら、地

域経済の活性化に向けて商工会との連携強化を図り支援してまいります。 

 また、４月以降の消費税増税により町内の消費が落ち込むことが予想されることから、

昨年度に引き続き商工会が実施するプレミアム商品券発行事業に対し町としてその支援策

を講じてまいります。 

 観光の振興につきましては、道東自動車道が釧路管内白糠町まで延伸する予定であり、

道央圏などから道東に観光等を目的とした交流人口の増加が見込まれており、浦幌インタ

ーチェンジを有する本町といたしましても、引き続き管内関係機関と連携した「オール十

勝」としての取組を積極的に活用し、本町への誘引、交流人口の増大に向けた取組を行っ

てまいります。 

 また、本年４月から森林公園と留真温泉が新たな指定管理期間に入ることになり、道の

駅を含めた３つの施設の指定管理者と連携を図りながら、本町の貴重な観光資源やイベン

ト情報の広告宣伝を積極的に実施してまいります。 

 雇用対策につきましては、雇用をめぐる情勢については、ハローワーク池田管内で昨年

12月の月間有効求人倍率が「1.01倍」と近年になく高いものの、依然として厳しい状況に

あり、雇用の場の確保と拡大は、地域経済の活性化に欠かせない重要な課題であることか

ら町外企業の積極的な誘致、各種産業振興施策と一体的に推進し、町内中小企業の創意工

夫と雇用の促進への支援及び町内の事業所で就業する従業員等への福利厚生の充実を促進

すべく支援を図ってまいります。 

 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」の事業を活用し、
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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。 

 また、失業者対策として国の「緊急雇用創出事業」を活用し雇用の創出を図りながら、

ハローワーク等関係機関と連携し、雇用機会の確保及び雇用の促進に努めてまいります。 

 ３の子育て支援・福祉・保健予防・医療対策につきましては、子育て支援については、

重点プロジェクトにおける「子どもを産み育てる環境の整備充実」で申し上げます。 

 社会福祉、社会保障の向上及び増進につきましては、障害者総合支援法を基に各種障害

福祉サービスを提供しておりますが、新たに「相談支援事業所」を立ち上げ、障がい者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための相談体制を充実し、各種障害福祉サービ

スの向上を図ってまいりますとともに各種福祉施策を含め国及び北海道の動向を注視し、

適時適切に対応してまいります。また、本年度で計画期間が終了いたします「浦幌町障が

い者計画」及び「第３期浦幌町障がい福祉計画」を見直し、障がい者の生活支援を充実さ

せるため新たな計画を策定してまいります。 

 児童福祉につきましては、平成24年８月に成立した「子ども・子育て支援法」により国

が示す基本指針に即して平成27年度からの５年間を１期とする「子ども・子育て支援事業

計画」を本年度中に策定し、教育・保育の推進及び地域子ども・子育て支援事業の利用状

況を把握するとともに提供体制の確保に努めてまいります。 

 浦幌町子ども発達支援センターにおいては、心身の発達の遅れや不安を抱えているお子

さんに対して一人ひとり個別に関わりながら療育の支援活動を行ってまいります。 

 児童虐待法につきましては、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。 

 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、年々利用者の増加が予

測されますが、より一層の介護予防対策に努め、最終年度であります「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介護サービスの提供と充実に努め

てまいりますとともに現在、国において介護保険制度の見直しが行われていることから、

老人福祉サービスの現状と課題及び介護保険サービスの給付実績と需要予測を適切に把握

し、円滑なサービスの提供体制及びその目標量を定め、平成27年度を初年度とする次期３

ヵ年計画である「第６期浦幌町老人福祉計画・介護保険事業計画」を策定してまいります。 

 また、昨年度より実施しております「高齢者・障がい者見守りネットワーク」について、

町内外事業者のご協力のもと関係機関と連携し、安否確認を含めた見守りの推進を行うと

ともに、要介護状態など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及び乳児一

般健康診査の助成、幼児を対象とした、おたふくかぜ・水痘の任意予防接種における全額

助成を継続するとともに、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。 
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 インフルエンザ予防接種につきましては、平成25年度において新たに高校生から64歳ま

での方の接種費用を助成いたしましたが、引き続き実施してまいります。 

 成人や高齢者の健康を守るために実施しております健康診査や脳ドック、各がん検診に

つきましては、早期肺がん発見のため昨年度から導入した「低線量ＣＴ肺がん検診」を本

年度も継続して集団検診に取り入れるなど、体制の整備と内容の充実を図り医療機関等と

の連携を推進し、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、榊原所長に着任して頂き３年目を迎えることになり、

また前所長の菅原先生には毎週水曜日の診療をお手伝いして頂く体制が１年を経過すると

ころであります。 

 医師確保が非常に難しい中、前所長の菅原先生にご協力を頂けることは感謝に堪えない

ところであります。 

 また、医療法人多田医院の小野寺悠太先生におかれましてもお父様同様に町立診療所の

業務にご協力を頂いている事、心から感謝申し上げる次第であります。 

 現在の町立診療所の施設は平成10年６月30日に竣工し、以来15年が経過したところであ

ります。 

 医療機器や設備においては、耐用年数を迎え老朽化や故障した際の部品の確保が難しく

なってきており、年次計画的な更新整備が必要であり、本年度においても計画に基づき医

療機器の更新充実を図るものであります。 

 診療体制におきましても菅原先生のご協力により、毎週水曜日の午後に行っていただい

ております診療について、本年度から毎週水曜日の午前、午後の１日診療にして頂き、榊

原所長には手術、入院病棟診療及び在宅医療等の充実を図る体制にしてまいります。 

 引き続き本町に必要とされる医療スタイルを求め、町民の皆様に、より安心でより信頼

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、国において社会保障制度改革国民会議を一昨年に

設置し「現制度は十分定着していることから必要な改善を行い継続されることが適当」と

の会議報告により制度の継続に向けた改善作業を進めていることから、改正内容の迅速な

把握と周知に努めてまいります。 

 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、第２期特定健康診査実施計画に基づき、受診率向上のために該当となる被保険

者に対して受診勧奨を行ってまいります。「特定健康診査」にあっては受診者数の増加に努

め「特定保健指導」にあっては動機付け及び積極的支援対象者への保健指導を行い、健康

状態の改善に努めます。また、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が受けられる体制を引き続き整備し、医療費適正化に向けた取組

と併せて持続的かつ安定的な国民健康保険事業特別会計の健全な運営の確保に努めてまい

ります。 

 また、30歳から65歳までの５歳刻みの節目で年齢を迎えられる被保険者を対象とした国
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保人間ドック事業も継続して行い、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つ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、指定管理委託期間において２年目を迎えますが、指定管理者によ

る創意工夫を助長し、連携を深め利用者のサービス向上に努めてまいります。 

 ４の教育・文化及びスポーツの振興につきましては、町民一人一人の学びを実現するた

め、教育委員会と緊密な連携を図ってまいります。 

 学校教育については、児童生徒の「生きる力」を育むための教育環境の充実に努めると

ともに、「小中一貫コミュニティ・スクール」を目指し、「浦幌町教育の日」の取組と連携

して学力や体力・運動能力の向上に取り組んでまいります。 

 社会教育については、コミュニティ活動の拠点である公民館を中心に家庭教育学級、少

年教育、高齢者教育などの生涯学習事業を展開してまいります。 

 社会体育施設については、民間事業者のノウハウを活用し、高齢者等の公共施設免除利

用と併せながら、より一層の利用者へのサービス向上や効果的・効率的な施設運営を行っ

てまいります。 

 このほか、教育関係の具体的な施策の推進については、教育委員会から申し上げます。 

 ５の環境対策につきましては、町内の住宅、事業所、店舗並びに農林漁業施設等を対象

とした再生可能エネルギーの導入に対し補助金を交付している「太陽光発電システム導入

補助事業」並びに「木質ペレットストーブ導入支援補助事業」につきまして、本年もより

一層の普及促進を図ってまいります。 

 ゴミの減量化や分別について一層推進し、不法投棄防止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厳しく対処してまいります。ゴ

ミ捨て禁止看板については、一昨年度から各小学校の協力により看板を作成し設置してお

りますが「太陽への手紙事業」で町内各小学校の児童から「ゴミ捨て」への多くの意見を

いただいていることから、本年度も継続して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、飼育される方へ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頂くよう、啓発等を実施し

てまいります。 

 ６の快適な生活ができるまちづくりについては、昨年公共交通空白地域や不便地域の解

消による定住促進、高齢者や車を運転できない、いわゆる交通弱者の移動手段の確保に加

えて公共交通を活用した中心市街地活性化などを検討する事を目的に「浦幌町生活交通ネ

ットワーク計画協議会」において公共交通体系の現状分析、利用実態やニーズ調査、コミ

ュニティバスの実証試験運行を進め、本年２月10日からの１ヶ月間、２回目の実証試験運

行を行った後、試験に係る最終分析を進め検討を行うものであります。 

 地域の公共交通の確保、維持改善に係る計画は過疎化と高齢化の進み、マイカーが唯一
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の交通手段という地域も多い中、本町の実態に即した長期的で持続可能な交通システムの

構築を目指してまいります。 

 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、新規事業として改良舗装工事２路線、さ

らに橋梁長寿命化修繕計画に基づき優先度の高い橋梁から年次計画により修繕を実施して

まいります。 

 また、継続事業として１路線の改良舗装工事と２路線の舗装工事を実施するとともに、

損傷度合いなどを考慮し、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。 

 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」を基本理念として老朽化の著しい公営住

宅について、本年度も継続して公営住宅買取事業による１棟６戸を整備するとともに、地

盤沈下などによる損傷の激しい公営住宅前の通路などの改修を実施してまいります。 

 さらに、住宅リフォームに対する補助の継続と耐震診断及び改修に要する経費の一部補

助を併せて行ってまいります。 

 公共下水道につきましては、浦幌終末処理場の供用を開始して以来24年が経過し、この

間適正な維持管理に努めてまいりましたが、監視制御設備など標準的耐用年数が経過して

いる機器等もあり、老朽化に伴い機能維持が困難な機器及び設備等の更新を浦幌町公共下

水道長寿命化計画に基づき実施してまいります。 

 また、本年度、実施計画の認可変更を行うため下水道審議会を開催し、下水道事業変更

認可書の策定を行います。 

 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推進と整備を進め、現

在209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、下浦幌地区の年度内完了に向け

た、配水管新設工事及び道営営農用水事業による配水管路工事を継続して実施するととも

に、十勝太地区の配水管の新設工事及び厚内地区計装設備等の更新工事により、今後さら

なる安定供給を図ります。 

 また、本年度より町民の皆様の負担を軽減するため、水道料金を実質平均７％値下げい

たしますが、施設維持管理費の節減を図りながら安全で安心な水道水の供給を行ってまい

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に行っており、平成５年度に着手して以来21年

が経過し、進捗率は45.1％でありますが、本年度は新規地区として時和及び帯富の一部地

区9.51平方キロメートル、事業継続地区として帯富の一部地区9.14平方キロメートルにつ

いて実施してまいります。 
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 交通安全及び防犯運動の推進につきましては、昨年、北海道は交通事故死者数が一昨年

の２位から５位、前年対比で16名の減少となりましたが、本町では国道38号において尊い

命が奪われる痛ましい事故が発生し、平成22年から続いていた交通事故死「０」の日が途

絶えました。 

 町民とともに交通安全推進への決意を新たにし、交通安全指導員による安全指導等のご

協力のもと取り組んでいくと同時に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、防犯指導員の巡回等のご協力と北海道警察との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、依

然として全国的に振込め詐欺や悪徳商法等の被害が後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。 

 ７の防災・消防・救急体制の充実につきましては、昭和27年に本町を襲った十勝沖地震、

平成７年に震度７を記録した阪神淡路大震災、平成23年には津波の恐ろしさを思い知らさ

れた東日本大震災とかつてない未曽有の被害をもたらした災害から幾多の時間が経過しま

した。 

 災害は時間の経過とともに人々の記憶が薄れていくのが最も危ういことと言われており

改めて意を強くし、津波や風水害等による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とらえ、津波避難対策を重点に進めてまいり

ましたが、平成25年度から平成26年度への繰越事業による浜厚内生活館裏の避難路及び避

難所造成工事、防災対策拠点となる役場庁舎耐震・防災改修工事、そして本年度からは避

難路のある橋梁の補修補強工事を整備計画に基づき実施し、次年度以降の工事に向けての

補修補強詳細設計委託を行います。 

 自主防災組織においては「まちづくり出張説明会」等をとおして地区住民との対話を行

い、防災知識の普及を促進する中で自主防災、さらには避難訓練の必要性について普及を

進めてまいります。 

 避難路において一部、国道、道道を指定利用するとしていることから道路管理者である

国、北海道へ避難路確保についての対策に係り、それぞれ強く要請してまいります。 

 町民の生命・身体・財産を守ることを最大の使命とし、消防・救急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が、本年度は、上浦幌地域に配

置しております水槽付消防ポンプ自動車の更新を進め、消防広域化に係る消防救急デジタ

ル無線の共同整備につきましては、昨年度からの繰越事業による整備と本年度より高機能

指令センターの詳細設計とともに整備工事に入ってまいります。 

 消防団の活性化につきましては、６月開催予定の北海道十勝川水系水防演習を始めとし

て東十勝消防大会、浦幌消防団連合演習等に参加し、資質向上と士気高揚に資するととも
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に防火の普及に努めてまいります。 

 救急体制につきましては、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

なる救急業務体制の確立を図るため、救急救命士の就業前教育を始めとして気管挿管病院

実習・生涯学習等への研修への派遣を進め、救急隊員の資質向上と救命率の向上を図って

まいります。 

 ８の定住・移住・交流人口の拡大対策につきましては、本年も「うらほろ子ども食のプ

ロジェクト」が中心となり道内外から多くの学生を町内に受け入れ、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おり、こうした交流人口拡大の取組

との連携を引き続き図ってまいります。 

 また、うらほろスタイル推進地域協議会の進める「うらほろスタイル推進事業」につき

ましても支援をしてまいります。 

 昨年度から実施している「地域おこし協力隊員」制度において現在２名の方が活動され

ておりますが、本年度は新たに１名の隊員を加え、さらなる地域おこし活動を促進してま

いります。 

 新たに国内交流推進事業として岩手県洋野町との友好町村の提携を結びます。洋野町と

は昭和63年２月の共同利用模範牧場同士の姉妹提携から職員相互の派遣研修、パークゴル

フ交流及び物産交流を進めてまいりましたが、以後26年が経過し、両町においてより深い

交流を促進することで基本合意を見ましたので、その証として本年７月12日に友好町協定

調印を締結すべく準備を進めてまいります。 

 情報発信ツールとしての町ホームページは、昨年リニューアルしましたがモニターとの

連携の下、町内はもとより全国各地からアクセスされる魅力あるホームページづくりに努

めてまいります。 

 本町の紹介用映像としては、開町100年を記念して作成されたビデオがありますが、制作

後15年を経過し内容的にも実態にそぐわなくなってきており、町を各分野からＰＲし、定

住・移住・交流人口の拡大を促進すべく新たに紹介用映像を制作するための調査制作業務

委託を２ヶ年にわたり実施してまいります。 

 ９の納税意識の普及につきましては、町の貴重な財源であります町税や各種債権につい

ては、負担の公平性、公正性の原則堅持から適正賦課を徹底し、滞納者に対しましては、

滞納・未納に至っている実態を分析し、適正な再建管理及び差押・支払督促を含む滞納整

理を引き続き実施し、納税者の方々に対しまして自主財源の大切さをご理解頂きますよう

努めてまいります。 

 10の協働のまちづくりにつきましては、地方分権一括法が施行されて以来、地域は自ら

の判断と責任により、地域の実情に沿った行政を展開し、自らの行財政運営について透明

性を高め、公共サービスの質の維持向上に努めるなど、住民との対話の中で自主的に取り

組むことが求められている中にあって、本町では行政情報を町民と共有することを第一義

に協働のまちづくりを目指した「町民参加条例」を平成24年４月に制定しました。 
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 条例推進にあたっては、いかに町民に行政情報をお届けし、理解して頂くかが重要であ

り「広報誌」「ホームページ」「電子メール配信サービス」等の情報提供媒体の活用は勿論

のこと、一昨年度から職員が各地域に出向き行政情報の説明並びに意見交換を行う「まち

づくり出張説明会」を引き続き実施し、より多くの町民がまちづくりに参加できるよう情

報の共有に努めてまいります。 

 町民の意向を尊重し、町民満足度の高いまちづくりを進めるため「町民アンケート」の

継続実施により、町民ニーズの把握に努め、町民のアイデアや活力を積極的に取り入れ、

地域の身近な課題をより柔軟に対応してまいります。 

 町内小学校６年生を対象とした「太陽の手紙事業」については、子供の目から見た「ま

ちづくり」の純真な意見を聞くため、直接、各小学校を訪問させて頂き児童との懇談を行

っておりますが、学校現場において授業時間の確保等が可能な限り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継続し、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する「公用車の無償貸出し」制度を続け

てまいります。 

 11の第３期まちづくり計画重点プロジェクトについては、過疎市町村における人口の減

少は、いかに抑制できるか各自治体が抱える大きな課題であります。 

 町民生活の活力の低下を招くばかりでなく、地域経済や町財政にも大きな影響を及ぼす

人口の流出減少について、第３期まちづくり計画に基づく横断的な定住対策であります重

点プロジェクトを推進してまいります。 

 プロジェクト１の「子どもを産み育てる環境の整備充実」では、特別保育事業として「し

らかば保育園」において実施しております一時保育について就労形態の多様化に伴う短時

間勤務や専業主婦家庭の育児疲れの解消、里帰り出産等保育を必要とする満６ヶ月児から

就学前児童の受け入れを継続して実施し、子育て支援の推進を図ってまいります。 

 第３子以降の通常保育料については引き続き無料とし、第２子にあっては同時入園にか

かわらず、保育料の半額により保護者の負担軽減を図ってまいります。 

 放課後児童健全育成事業として開設している学童保育所を引き続き開設し、子育て支援

を通じて働く親の利便性を向上させ、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。 

 地域ぐるみで子育てを支援するとともに安心して子どもを産み育てられる環境作りを構

築するため、昨年度より引き続き浦幌町子育て支援センターにおいて「浦幌町ファミリー

サポート事業」を実施してまいります。 

 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」及び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」並びに中小企業等の育成及び雇用の促進を図るための「浦
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幌町雇用促進事業補助金」による支援と「浦幌町地場工業等振興条例」及び「浦幌町企業

誘致促進条例」における助成措置を引き続き行い、雇用機会の創出促進に努めてまいりま

す。 

 プロジェクト３の「居住環境の整備充実」では、年次計画による良質な公営住宅の整備

と町民や転入者への住宅建設・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、

居住環境の整備充実を図り、さらに移住体験住宅の利用促進をもって体験による浦幌町の

良さをアピールしてまいります。 

 以上、町政執行について私の基本的な考え方を申し上げましたが、町民の皆様と積極的

な対話を最も基本的な姿勢であることを不変とし、職員と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２６年度教育行政執行方針 

〇田村議長 日程第８、平成26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26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。 

 近年、学校や児童生徒を取り巻く社会環境や生活環境は大きく変化しており、学力や体

力、いじめや生活習慣の問題など、様々な教育課題への対応が求められています。 

 教育委員会では、この教育課題に対応するため、「浦幌町教育の日」の理念を捉えつつ、

家庭、学校、地域が一丸となって、児童生徒の「生きる力」を育んでまいります。 

 今年度、新たに浦幌町教育振興基本計画を策定し、学校教育と社会教育が一体となった

教育施策を展開してまいります。 

 また、社会教育施設及び社会体育施設の利用については、高齢者等の使用料の免除によ

り、社会参加の促進及び健康増進を図ってまいります。 

 まず、学校教育について述べます。 

 喫緊の課題となっている児童生徒の学力や体力・運動能力向上の機運を一層高めるため、

「魅力ある学校づくり」など６点について申し上げます。 

 （１）魅力ある学校づくり 

 平成24年度から３カ年計画で進めている小中一貫コミュニティ・スクールの調査につい

ては、最終年度を迎えるため、具体的な内容について浦幌町小中一貫教育推進委員会で検
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討を深め、ジョイント教室や交換授業等を試行してまいります。 

 また、浦幌町教育研究所が進めている９年間を見通した一貫性のある教育課程の編成等

の研究結果に基づき、平成27年度からの完全実施に向け、本町にとって望ましい小中一貫

教育の方向性を示してまいります。 

 併せて、小中一貫教育を推進していくために、学校運営協議会の設置に向けた準備など、

コミュニティ・スクールの導入促進を図ってまいります。 

 このほか、災害発生時の状況を適切に判断し、行動できるよう、自らの命は自らで守る

という自助の精神に立脚した防災教育の充実に努めてまいります。 

 （２）確かな学力 

 学力向上対策は、全道を挙げての取組であり、本町でも保護者や地域の皆さんと危機意

識や課題認識を共有するため、全国学力・学習状況調査の結果及び対応策を町広報誌等で

お知らせしているところであります。 

 学校では、浦幌町学力向上改善プランに基づき、全教職員で学力・学習状況調査の結果

を分析し、数値目標を設定して取組の結果がわかるような具体的な改善に努め、基礎・基

本を確実に身につけさせることに重点を置くとともに、放課後や長期休業期間中における

学習サポートを実施してまいります。 

 家庭では、「早寝・早起き・朝ごはん（あいさつ・ノーテレビデー）運動」などに取り組

み、テレビやゲームの時間を減らし、家庭学習や読書の時間を確保してまいります。 

 また、各中学校の教育用コンピュータの更新を行い、新たな教育環境のもと、ＩＣＴを

活用した分かりやすい授業により生徒の学習への興味・関心を高め、学習に集中して取り

組む姿勢を身につけ、学力向上を目指します。 

 特別支援教育については、共生社会の実現に向けて、障がいのある児童生徒の就学先決

定の新たな仕組みを踏まえ、早期の教育相談、支援体制を構築する必要があることから、

特別支援教育連携ネット等の連携や就学指導体制及び特別支援教育の充実・強化に努めて

まいります。 

 （３）豊かな心 

 児童生徒が、生命を大切にする心や他人を思いやる心、善悪の判断などの規範意識等の

道徳性を身につけることは、大切なことであります。 

 このため、道徳教育推進教師を中心とした推進体制を確立し、文部科学省が全小中学校

に配布する「心のノート」を積極的に活用した道徳教育を充実してまいります。 

 また、小学５年生による農林漁家での宿泊体験学習や中学２年生によるキャリア教育を

通じて豊な人間性を育み、望ましい職業観や勤労観を学びながら、浦幌の魅力を再発見し、

ふるさとを大切にする心を培ってまいります。 

 生徒指導については、いじめが全ての児童生徒に関係する問題であることに鑑み、昨年

９月に施行された「いじめ防止対策推進法」に基づき、学校ごとに「学校いじめ防止基本

方針」を策定するとともに、未然防止、早期発見及び対策のための組織を設置し、対応し
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てまいります。 

 （４）健やかな体 

 体力は、精神面の充実にも大きく関わる「生きる力」を支える重要な要素であることか

ら、「浦幌町教育の日」の取組と連携して体力や運動能力の向上の取組を進めてまいります。 

 また、昨年２月から町内全小学校で導入しているフッ化物洗口についても、健康教育・

むし歯予防対策として、給食後の歯磨きの励行とともに、取組を進めてまいります。 

 学校給食については、食育の重要性を学ぶ場として、安全で安心な栄養バランスのとれ

た給食の提供に努め、地元産の食材を活用した「浦幌みのり給食」を継続実施するととも

に、栄養教諭の指導のもと、食に関する正しい知識と望ましい食習慣の形成に努めてまい

ります。 

 不審者対応など児童生徒の安全確保については、警察と連携した情報共有の徹底を図る

とともに、家庭、学校、地域及び学校相互の連携や情報交換を密にして、安全・安心な環

境を整えてまいります。 

 （５）資質の向上と組織の活性化 

 教職員が服務規律の厳正な保持に努めるよう、実地指導を通じながら、点検体制を構築

してまいります。 

 また、個々の資質能力の向上を図るため、各種研究会、教育研修センター講座への積極

的な参加や教職員ふるさと移動研修会などの地域への愛着を育む取組を引き続き実施して

まいります。 

 このほか、学校評価及び学校職員評価制度による自己評価を行うとともに、コミュニテ

ィ・スクールの研究に伴って、学校関係者評価の導入についても検討してまいります。 

 （６）教育環境の整備 

 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うほか、施設整備については、浦幌小学校周辺施設

整備工事、厚内小学校教員住宅水洗化工事、上浦幌中央小学校遊具改修工事を実施してま

いります。 

 社会教育について申し述べます。 

 社会教育については、具体的かつ実践的な行動計画である第７期浦幌町社会教育中期計

画に基づき、各種事業を展開してまいります。 

 （１）生涯学習の推進 

 学校支援地域本部事業については、小中一貫コミュニティ・スクールと連動した更なる

事業の充実を展開してまいります。 

 公民館はコミュニティ活動の拠点施設として、学習や実践を通じて自立するための重要

な役割を担っているところであり、誰もが利用・交流できるまちコミ・サロンを拡充し、

併せて公民館職員が個々の生涯学習をコーディネート・サポートしてまいります。 

 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、文化週間、文化祭、公民
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館講座を継続開催し、主体的に学べる社会教育・生涯学習の充実に努めてまいります。 

 公民館講座では、地域の活性化を担う人材を育成するため、生涯学習ボランティア養成

をはじめ、道内外の各大学やＮＰＯ等と連携して、地域の魅力を発信する生涯学習公開講

座「うらほろスタイル・ゼミナール」を開催してまいります。 

 家庭教育については、子育て支援センターと連携し、参加者のニーズに応じた子育て出

前ミニ講座や家庭教育講演会を開催するとともに、引き続き家庭教育学級を開設してまい

ります。 

 少年教育については、通楽（学）合宿、子ども居場所づくり事業「オーラポロ広場」、少

年リーダー養成講習会など、集団の中での責任感や思いやりの心と自立心を育ててまいり

ます。 

 なお、平成７年度から実施してきました富山県氷見市との少年道外交流事業については、

平成26年度をもって終了し、次年度以降に実施予定の岩手県洋野町との交流事業について

調査を進めてまいります。 

 成人（青年）教育については、成人式の開催や事業を通した交流促進を図り、高齢者教

育については、心身の健康づくりをはじめとする健康に関する学習活動を支援してまいり

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、「浦幌町子

どもの読書活動推進計画」に基づいた事業のほか、発達段階に応じたブックリストを作成

し、ブックトークにより、楽しく本の見どころを紹介しながら読書へのきっかけと家族で

本を楽しむ時間づくりができるよう幼稚園・保育園、小中学校と連携した読書啓発活動に

取り組んでまいります。 

 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サークルの支援・育成を図

るとともに、定期的にボランティア活動体験日（うらさぽデー）を設け、自発的に参加で

きる幅広い世代のボランティアを養成してまいります。 

 博物館事業については、本町全体を総合的ミュージアムと位置付け、新たな発見を求め

て調査・研究を行うとともに、十勝唯一の炭鉱であった浦幌炭鉱が閉山して60年となるた

め、特別企画展を開催してまいります。 

 収蔵資料の活用については、「昭和の生活展」等を定期的に開催するほか、国内唯一のＫ

―Ｔ境界層等、町内に点在する考古学、炭鉱・鉄道遺産、希少な動植物などを教育素材と

して活かした移動講座や博物館講座を定期的に実施してまいります。 

 アイヌ文化については、アイヌ協会と連携し、食や工芸などアイヌ文化の継承を図り、

発表・鑑賞・学びの機会を作ってまいります。 

 また、博物館・図書館ロビーにおいて、町民の皆様に気軽に音楽に親しんでいただける

「歌声サロン」や「小さなコンサート」を開催し、町民の交流の場として芸術文化の鑑賞

機会の拡充を図ってまいります。 

 （２）スポーツの振興 
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 スポーツに親しむための環境整備とスポーツ人口の増加を図るため、親子で取り組める

スポーツ活動の提供、運動や体を使った遊びなどの体験活動を通した子ども運動体験活動

を実施してまいります。 

 ノルディックウォーキング愛好者が中心となって実施しているラジオ体操やウォーキン

グ会を継続開催し、総合型地域スポーツクラブの組織化へ向けて準備を進めてまいります。 

 総合スポーツセンター及び周辺施設並びに浦幌パークゴルフ場については、民間事業者

のノウハウを活用し、平成26年度から実施する高齢者等の公共施設免除利用と併せながら、

より一層の利用者へのサービス向上や効果的・効率的な施設運営を行ってまいります。 

 町民協働のボランティアにより施設管理を行っていただいているアイスアリーナ、町民

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

て安心しながら継続的に管理していただけるよう努めてまいります。 

 施設整備につきましては、町民球場照明器具安定器取替修繕、町民スケートリンク散水

栓給水管修繕、アイスアリーナ温度記録計修繕、総合スポーツセンター収納ステージキャ

スター交換修繕を行い、利用者への安全確保と要望・意見に応えてまいります。 

 以上、平成26年度の教育行政の執行に関する主要な方針について申し上げました。 

 町民の皆様並びに町議会議員の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げます。 

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７号 

〇田村議長 日程第９、議案第７号 浦幌町長期継続契約を締結することができる契約を

定め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。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 議案第７号 浦幌町長期継続契約を締結することができる契約を定める

条例の一部改正について。 

 浦幌町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部を改正する条例を

次のように定める。 

 平成26年３月10日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。浦幌町長期継続契約を締結することができる契約を定め

る条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平成18年浦幌町条例第

38号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第２号中「２年以内」を「６年以内」に改める。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 本一部改正条例の内容につきましては、議案説明資料をもって説明させていただきます。

議案説明資料１ページをごらんおき願います。改正の趣旨でございますけれども、長期継
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続契約を締結する際の役務の提供を受ける契約の期間については、現行２年以内としてお

りますけれども、役務の提供を受ける長期継続契約について、雇用確保などの面から履行

期間を複数年とすることができるよう改正するものでございます。 

 改正の内容でございます。第２条第２号に規定する契約、経常的かつ継続的な役務の提

供を受ける契約で、年度当初から役務の提供を受ける必要があり、契約の相手方の準備期

間を確保するために、複数年度にわたり契約を締結することを要するものとし、この期間

を６年以内とするものでございます。参考例といたしまして、現行の改正前と改正後の内

容を付してございます。改正前にあっては、契約締結例でございます。平成25年３月に契

約を締結するとした場合、年のうちの１カ月の位置に当たります。履行期間につきまして

は、平成25年４月１日から平成26年３月31日までの１年とし、合計、契約の締結から履行

期間の満了まで１年１カ月を要し、それが２年以内という現行の内容となっております。

これを改正後におきまして、契約締結25年３月になった場合、履行期間を平成25年４月１

日から平成30年３月31日までの５年とし、契約締結から履行期間満了までに要する期間が

５年１カ月となり、６年以内となる形のものでございます。実質委託期間が平成25年４月

１日から平成30年３月31日までの５年とする内容で、これは指定管理委託におきまして３

年から５年とする旨の内部規定に基づいた中でのあわせて準拠するものの内容となるもの

でございます。本来でありますと、契約の締結に係りましては、予算が成立をし、予算の

執行を見る時期、いわゆる予算成立が３月と、当初予算でありますと３月になるわけであ

りますけれども、その予算の執行は４月１日からする形となります。事務手続上、いわゆ

る契約も支出負担行為の体をなしておりますので、支出負担行為においては予算が執行す

る４月１日からという形になっております。このことに鑑みまして、４月１日からの委託

を発生するものについては、前月の予算成立と同時に、同時と申しますか、成立後３月に

おいて契約の事務を行うと。そして、実際には１年の委託期間というのが改正前の趣旨で

ございましたけれども、これが５年の委託期間を設けたいという考えでございますので、

６年以内となるものでございます。 

 このことにつきましては、次のページの新旧対照表をごらんおき願いたいと思います。

改正前、右の欄でございますけれども、第３条第２号における２年以内とするものを左側

の第３条第２号において６年以内とする内容となるものでございます。 

 なお、長期継続契約を締結することができる契約につきましては、現行の条例において

は物品の借り入れを行う契約と役務の提供を受ける契約、いわゆるリース的な契約と、そ

れから委託の契約と第１号、第２号において契約ができる契約の種類となってございます。

これらのうち第２号の委託に係ります役務の提供を受ける契約について、期間の延長を図

るものでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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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、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１０ 議案第８号 

〇田村議長 日程第10、議案第８号 浦幌町公民館の設置及び管理等に関する条例等の一

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。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 議案第８号 浦幌町公民館の設置及び管理等に関する条例等の一部改正

について。 

 浦幌町公民館の設置及び管理等に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 平成26年３月10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等の一部を

改正する条例。 

 条文の内容でございますが、第１条が浦幌町公民館の設置及び管理等に関する条例の一

部改正について。 

 第２条が浦幌町民球場設置及び管理等に関する条例の一部改正について。 

 第３条が浦幌町生活改善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規

定するものでございます。 

 改正の内容につきましては、議案説明資料をもちましてご説明させていただきます。議

案説明資料の３ページをごらん願います。１、改正の趣旨でございますが、地方自治法第

149条の規定に基づき使用料等の納入通知は普通地方公共団体の長の名義により行ってお

りますが、教育委員会の管理する施設の使用料等の減免等の措置も普通地方公共団体の長

の権限であるため、浦幌町公民館の設置及び管理等に関する条例等の関連規定の整備を行

うとともに、字句の整備を行うものでございます。 

 ２、改正の内容につきましては、現在館長及び委員会と規定されているところを町長に

改めるものでございますが、次のページ以降の新旧対照表をもちましてご説明させていた

だきます。 
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 次のページをごらん願います。右側が改正前、左側が改正後でございます。浦幌町公民

館の設置及び管理等に関する条例では、第１条の地方自治法の次に（昭和22年法律第67号）

を加え、第13条及び第14条第２号の館長を町長に改めます。 

 ５ページの浦幌町民球場設置及び管理等に関する条例では、第６条及び第７条の委員会

を町長に改めます。 

 次のページをごらん願います。浦幌町生活改善センターの設置及び管理等に関する条例

では、第10条の平仮名のき損を漢字の毀損に改め、第10条、第12条及び第13条の館長を町

長に改めるものでございます。 

 施行期日でございますが、この条例は、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。 

（「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、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１１ 議案第９号 

〇田村議長 日程第11、議案第９号 浦幌町社会教育委員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。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 議案第９号 浦幌町社会教育委員設置条例の一部改正について。 

 浦幌町社会教育委員設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成26年３月10日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町社会教育委員設置条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町社会教育委員設置条例の一部を次のように改正する。 

 改正内容につきましては、議案説明資料をもちましてご説明させていただきます。議案

説明資料の７ページをごらん願います。１、改正の趣旨でございますが、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まし

て、社会教育法の一部改正が行われまして、社会教育委員の委嘱の基準は、文部科学省令
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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

部を改正するものでございます。 

 ２、改正の内容につきましては、記載のとおり社会教育委員の委嘱の基準を新たに定め

るものでございますが、次のページの新旧対照表をもちましてご説明させていただきます。 

 次のページをごらん願います。右側が改正前、左側が改正後でございます。第３条の見

出しの委員の定数を委員の構成及び定数に改めまして、同条第１項に社会教育委員の委嘱

の基準を新たに定めるもので、委員は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ものでござ

います。 

 また、同条第２項に委員の定数を規定するものでございます。 

 施行期日でございますが、この条例は、平成26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、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１２ 議案第１０号 

〇田村議長 日程第12、議案第10号 浦幌町地域会館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。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 議案第10号 浦幌町地域会館の設置及び管理等に関する条例

の一部改正について。 

 浦幌町地域会館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次のように定め

る。 

 平成26年３月10日提出、浦幌町長。 

 浦幌町地域会館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例。 
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 浦幌町地域会館の設置及び管理等に関する条例の一部を次のように改正する。 

 別表第１東山福祉館の項を削る。 

 附則、この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

 本議案の提案の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９ページをごらん願います。１、改正の趣旨でございます。当該施設は、当初

母と子の家として昭和38年度に建設、後に東山福祉館として、主に東山町行政区の住民活

動拠点施設として活用してまいりました。このたび施設の管理運営を行っていただいてい

る東山町行政区より、施設の老朽化等が著しいことから、平成26年度以降活動拠点施設と

して使用しない旨の申し出がありました。近年の当該施設の使用は、東山町行政区のみで

あり、ほかに使用がないことと、また市街地域内には東山福祉館を除き、南町福祉館など

４つの地域会館や中央公民館などの施設があることから、当該施設の地域会館としての用

途を廃止しても、他の公の施設において当該施設の機能を補うことが可能なことから、今

般用途廃止するための関連規定の一部を改正するものであります。 

 ２、改正の内容でございます。別表第１から「東山福祉館」を削るということで、次の

ページに別表第１の新旧対照表がありますので、ご参照願います。 

 ３、施行期日、平成26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。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、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１３ 議案第１１号 

〇田村議長 日程第13、議案第11号 北海道市町村職員退職手当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。 

〇鈴木総務課長 議案第11号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について。 

 地方自治法第286条第１項の規定により、北海道市町村職員退職手当組合規約を次のよう



- 30 - 
 

に変更する。 

 平成26年３月10日提出、浦幌町長。 

 北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約。 

 北海道市町村職員退職手当組合規約（昭和32年１月23日32地第175号指令許可）の一部を

次のように変更する。 

 別表（上川）の項中「上川中部消防組合 」を削り、同表（胆振）の項中「伊達・壮瞥

学校給食組合 」を削る。 

 附則、この規約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第１項の規定による総務

大臣の許可の日から施行する。 

 本規約改正につきましては、説明資料11ページに基づきまし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けれども、上川中部消防組合及び伊達・壮瞥学校給食

組合が解散、脱退することに伴い、本規約別表の変更について協議するため、本案を提出

するものでございます。 

 施行期日につきましては、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、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１４ 議案第１２号 

〇田村議長 日程第14、議案第12号 東十勝障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更

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。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 議案第12号 東十勝障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更に

ついて。 

 地方自治法第252条の７第２項の規定により、東十勝障害程度区分認定審査会共同設置規
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約を次のように変更する。 

 平成26年３月10日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。東十勝障害程度区分認定審査会共同設置規約の一部を変

更する規約。 

 東十勝障害程度区分認定審査会共同設置規約の一部を次のように変更する。 

 題名中「障害程度区分認定審査会」を「障害支援区分認定審査会」に改める。 

 第１条及び第２条中「障害程度区分認定審査会」を「障害支援区分認定審査会」に改め

る。 

 附則、この規約は、平成26年４月１日から施行する。 

 本規約の一部変更の説明につきましては、説明資料に基づき説明させていただきます。

説明資料12ページをごらん願います。変更の趣旨につきましては、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律の施行に伴い、関係規約の変更を行うものです。 

 ２の変更の内容につきましては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律の施行に伴い、平成26年４月１日より障害程度区分が障害支援区分に改められる

ことから、地方自治法第252条の７第２項の規定により、幕別町、池田町、豊頃町及び浦幌

町で共同設置している障害程度区分認定に係る東十勝障害程度区分認定審査会の標記規約

の変更をするものでございます。 

 ３の施行期日につきましては、附則におきまして平成26年４月１日から施行するもので

あります。 

 また、13ページに東十勝障害程度区分認定審査会共同設置規約の一部を変更する規約の

新旧対照表を掲載してありますので、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。 

（「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、本案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。 
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 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ０時００分  休憩 

午後 １時３０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。 

 

    ◎日程第１５ 議案第１３号 

〇田村議長 日程第15、議案第13号 平成25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、18ページ、20款１項町債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 議案第13号 平成25年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成25年度浦幌町の一般会計補正予算（第13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9,129万1,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ75億1,919万3,000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。 

 （繰越明許費） 

 第２条 繰越明許費の追加・変更は「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26年３月10日提出、浦幌町長。 

 本補正につきましては、歳入において町税、分担金及び負担金、各使用料につきまして

は２月までの実績に基づいた現行予算からの減額を伴う補正、国庫支出金、道支出金にあ

っては事業費確定に伴うもので、歳出につきましては人件費においては職員の年度途中退

職、扶養に係る支給区分の変更による補正、事業にかかわりましては事業費の確定及び実
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績見込み精査による減額、燃料代につきましては原油高騰に伴う増額となる補正となって

おりますが、これらにかかわります詳細説明については省略をさせていただきます。 

 ２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をさせてい

ただきます。 

 ６ページをお開き願います。第２表、繰越明許費補正、平成26年度に繰り越しをするも

ので、追加となるものでございます。６款農林水産業費、１項農業費、８目道営土地改良

事業費における事業名、浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備事業、2,200万円を追加する

ものでございます。説明資料31ページから32ページにかけて記載のとおり、暗渠排水52ヘ

クタール施行分の繰り越しでございます。同じく１項農業費、10目団体営土地改良事業費

にかかわるもので、事業名、浦幌地区農業基盤整備促進事業。説明資料32ページに記載の

とおり、暗渠排水にかかわります18.35ヘクタール分の施行にかかわるもので4,257万

2,000円を追加するものでございます。９款１項消防費、事業名、消防救急無線デジタル化

整備事業。説明資料37ページから38ページにかけての記載のとおり、26年度に繰り越す内

容で２億3,336万6,000円を追加するものでございます。 

 変更、既に議決済みの既定予算にかかわります繰越明許費の補正でございます。９款１

項消防費、補正前、事業名、厚内地区避難所等整備事業１億1,250万円を、補正後には事業

名は同じで厚内地区避難所等整備事業１億4,650万円になるものでございます。 

 第３表、債務負担行為補正、消費税増税に伴います指定管理料委託料における限度額の

追加及びスクールバス運行業務委託料にかかわります追加の内容であります。事項、町営

公衆浴場指定管理委託料、期間、平成26年度から29年度の４カ年。本来５カ年のうちの26年

度以降の分でございます。限度額132万8,000円を追加するものでございます。事項、産業

交流施設指定管理委託料、平成24年から28年までの５カ年にかかわるものの中の期間とし

て平成26年度から平成28年度の３カ年にかかわるものの限度額の追加で36万6,000円を追

加するものでございます。スクールバス運行業務委託料、期間、平成25年度から平成27年

度の３カ年でございますけれども、実質的には26年、27年の２カ年の内容でありまして、

25年度は契約事務にかかわるものでございます。6,500万円を限度額として追加するものの

内容であります。 

 第４表、地方債補正、変更でございます。事業の確定による執行残に伴う減額が主な内

容となっているものでございます。起債の目的、過疎対策事業、補正前限度額３億5,420万

円を補正後においては３億940万円、4,480万の更正減でございます。内容には、建物解体

事業、補正前420万円が補正後においては380万円で40万円の更正減。保育施設環境改善事

業、補正前1,010万円が補正後980万円で30万円の更正減。患者輸送業務委託事業、補正前

650万円を補正後においては640万円で10万円の更正減。乳幼児等医療費助成事業1,310万円

を1,470万円で160万円の追加でございます。このことにつきましては、現行予算2,079万

5,000円に対する財源補正に対応するものでございます。林道上厚内線開設事業、補正前

2,150万円を1,720万円とし、430万円の更正減。通学通道路整備事業、補正前2,400万円を



- 34 - 
 

補正後2,290万円とし、110万円の更正減。２条通道路整備事業、補正前1,320万円を750万

円とし、570万円の更正減。吉野稲穂線道路整備事業、補正前2,520万円を2,490万円とし、

30万円の更正減。共栄統太線道路整備事業、補正前2,430万円を補正後2,010万円とし、420万

円の更正減。消防車両購入事業、補正前3,490万円を770万円とし、2,720万円の更正減。体

育施設環境改善事業、補正前240万円を補正後ゼロにおいて240万円の更正減でございます。

このことにつきましては、過疎対策事業のソフト事業でありましたけれども、充当になら

ないということの内容であります。給食センター真空冷却機外更新事業、補正前850万円を

810万円とし、40万円の更正減。 

 公営住宅建設事業、補正前6,310万円を補正後5,900万円とし、410万円の更正減。 

 次の８ページに移りまして、緊急防災・減災事業にかかわるものでございます。補正前

12億7,610万円を補正後において12億5,860万円とし、1,750万円の更正減でございます。内

容としては、役場庁舎耐震・防災改修事業、補正前７億2,170万円を補正後７億1,870万円

とし、300万円の更正減。厚内地区避難所等整備事業、補正前３億500万円を補正後３億140万

円とし、360万円の更正減。消防救急無線デジタル化共同整備事業、補正前２億4,940万円

を補正後２億3,850万円とし、1,090万円の更正減。 

 合計19億1,942万6,000円の補正前の額に対しまして18億5,302万6,000円とし、6,640万円

の更正減でございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、いずれも補正前

と同じでございます。 

 次に、９ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書につきましては、省略をさせていただ

きます。 

 11ページをごらんおき願います。２、歳入、１項町民税、１目個人2,200万円を追加し、

２億495万円は、１節現年課税分において2,000万円の追加、２節滞納繰越分におきまして

は200万円の追加でございまして、いずれも説明資料14ページに記載のとおり課税額の確定

及び収納増の見込みによるものでございます。 

 ２目法人550万円を追加し、2,894万5,000円は、１節現年課税分でございます。同じく説

明資料14ページに記載のとおり、課税額の確定に伴う内容のものであります。 

 ４項１目町たばこ税260万円を減額し、4,500万円は、１節現年課税分における内容であ

りまして、同じく説明資料14ページに記載のとおりでございます。 

 ９款１項１目地方交付税261万2,000円を追加し、35億5,247万2,000円は、１節地方交付

税におきます普通交付税の追加でございます。説明資料15ページに記載のとおり、調整率

変更に伴います追加の内容となっているものでございます。 

 11款分担金及び負担金から18ページにわたっての20款町債までにつきましては、３、歳

出における補正額の財源内訳の特定財源において詳細については改めて説明させていただ

きますので、ご了解願いたいと思います。 

 11款分担金及び負担金、１項分担金、１目農林水産業費分担金1,444万9,000円を追加し、

2,947万9,000円。 
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 12ページお開き願います。２項負担金、１目民生費負担金431万9,000円を追加し、１億

2,485万3,000円。 

 ２目衛生費負担金80万円を追加し、130万円。 

 ３目農林水産業費負担金53万5,000円を減額し、2,365万8,000円。 

 ４目教育費負担金102万9,000円を減額し、2,142万4,000円。 

 12款使用料及び手数料、１項使用料、２目民生使用料60万円を追加し、2,942万4,000円。 

 ５目土木使用料130万円を減額し、8,943万3,000円。 

 ６目教育使用料38万1,000円を追加し、492万3,000円。 

 13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金289万1,000円を減額し、１億

2,590万5,000円。 

 ２目衛生費国庫負担金35万3,000円を減額し、42万8,000円。 

 ２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金483万8,000円を減額し、104万6,000円。 

 ２目商工費国庫補助金50万円を減額し、ゼロとなるものでございます。 

 次、14ページをお開き願います。３目土木費国庫補助金2,073万8,000円を減額し、１億

5,961万7,000円。 

 ６目総務費国庫補助金、新たに目を設けるもので2,034万円を追加し、2,034万円。この

ことにつきましては、説明資料17ページに記載のとおり国の地域の元気臨時交付金が本年

度購入した高規格救急車の財源に交付されたものとなるものでございます。 

 ３項委託金、１目総務費委託金10万3,000円を追加し、15万4,000円。 

 14款道支出金、１項道負担金、１目総務費道負担金592万5,000円を減額し、2,319万

9,000円。 

 ２目民生費道負担金69万4,000円を減額し、8,680万5,000円。 

 ３目衛生費道負担金７万7,000円を減額し、13万9,000円。 

 ２項道補助金、２目民生費道補助金359万3,000円を追加し、1,396万8,000円。 

 ４目農林水産業費道補助金1,508万5,000円を追加し、9,007万2,000円。 

 ５目教育費道補助金５万1,000円を減額し、10万5,000円。 

 ６目労働費道補助金14万1,000円を減額し、430万6,000円。 

 ３項委託金、１目総務費委託金185万1,000円を減額し、2,804万1,000円。 

 ３目農林水産業費委託金61万1,000円を追加し、1,603万5,000円。 

 16ページをお開き願います。15款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入86万

1,000円を追加し、4,118万4,000円。 

 ２項財産売払収入、２目物品売払収入87万6,000円を追加し、246万6,000円。 

 16款１項寄附金、２目指定寄附金406万円を追加し、2,606万1,000円。 

 17款繰入金、２項１目基金繰入金7,797万9,000円を減額し、5,119万9,000円。 

 19款諸収入、５項１目雑入42万1,000円を追加し、784万5,000円。 

 20款１項町債、１目総務債340万円を減額し、９億7,282万6,000円。 
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 ２目民生債30万円を減額し、2,770万円。 

 ３目衛生債150万円を追加し、2,110万円。 

 ４目農林水産業債430万円を減額し、１億1,960万円。 

 ５目土木債1,540万円を減額し、１億5,440万円。 

 ６目消防債4,170万円を減額し、５億4,930万円。 

 次、18ページをお開き願います。７目教育債280万円を減額し、810万円。 

 以上で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 質疑がないようですので、次に進んでまいりたいと思います。次に、19ペー

ジ、１款１項議会費から23ページ、２款総務費、４項選挙費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 19ページをごらんおき願います。３、歳出、１款１項１目議会費104万

8,000円を減額し、7,363万1,000円は、事業の確定に伴います執行残の補正でございます。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費933万5,000円を減額し、13億1,411万

2,000円は、11節需用費の燃料費を除いて人件費及び事業の確定による執行残の補正でござ

います。特定財源におきます地方債300万円の更正減につきましては、７ページから８ペー

ジにかけての第４表、地方債補正で説明させていただきましたとおりとなってございます

ので、地方債の欄にありましては、以下第４表によるものですので、省略をさせていただ

きます。 

 ２目情報化推進管理費2,169万6,000円を減額し、8,180万4,000円は、13節委託料におき

ます2,169万6,000円の更正減で、総合行政ネットワークシステム機器保守業務委託料10万

4,000円の追加と統合型ＧＩＳ構築委託料1,390万円の更正減、庁内ネットワークシステム

リプレース基本設計委託料790万円の更正減は、いずれも説明資料19ページに記載のとおり

ＧＩＳにおける道営事業保有のデジタルデータ活用及び庁内ネットワーク更新における競

争入札から提案型プロポーザルに変更したことによる更正減の内容でございます。 

 20ページをお開き願います。３目文書広報費16万3,000円を追加し、575万9,000円は、13節

委託料における浦幌町記録映像デジタル化業務委託料の追加で、説明資料19ページから

20ページにかけて記載のとおり現在ありますＶＨＳテープのデジタル化に伴うものでござ

います。 

 ５目財産管理費54万3,000円を減額し、1,329万6,000円は、事業の確定による執行残の補

正でございます。 

 ６目財政調整等基金費5,482万6,000円を追加し、３億852万3,000円は、25節積立金によ

るもので財政調整基金積立金5,182万6,000円の追加とふるさとづくり基金積立金300万円

の追加は、寄附者の増加に伴うもので、説明資料20ページに記載のとおりでございます。

なお、特定財源のその他におきまして300万円の追加は、説明資料20ページに同じく記載の
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とおりふるさとづくり寄附金の充当するものでございます。 

 ７目企画費106万9,000円を減額し、9,457万6,000円は、８節報償費、12節役務費を除い

て事業の確定によります執行残の補正でございます。８節報償費150万円の追加は、説明資

料20ページに記載のとおりふるさとづくり寄附増加におきます寄附者への記念品の増。ま

た12節役務費60万円の追加につきましても、説明資料20ページに記載のとおり記念品増に

伴います通信運搬費の増となるものでございます。なお、特定財源その他の280万1,000円

の更正減につきましては、19節負担金、補助及び交付金の地域産業活性化補助金の確定に

伴います減額の内容で、地域振興基金からの繰り入れ減でございます。 

 10目生活安全推進費27万8,000円を減額し、1,582万6,000円は、事業の確定による執行残

の補正でございます。 

 職員厚生費35万4,000円を減額し、748万6,000円は、11節需用費を除いて事業の確定に伴

います執行残の補正で、11節需用費におきましては説明資料20ページに記載のとおり職員

住宅における修繕の対応によるものでございます。 

 13目諸費140万6,000円を減額し、4,574万3,000円は、事業の確定に伴います執行残の補

正でございます。 

 ２項徴税費、２目賦課徴収費23万1,000円減額し、1,520万6,000円につきましても事業の

確定に伴うものでございます。 

 ３項１目戸籍住民登録費319万円を減額し、1,875万7,000円は、11節需用費10万3,000円

の減は執行残による印刷費の更正減と13節委託料におきましては戸籍総合システム改修業

務委託料において、説明資料21ページに記載のとおりシステムソフトウエア入れかえ予定

からシステムの一部について改修不要となることからの更正減でございます。なお、国道

支出金の10万3,000円の追加につきましては、説明資料17ページに記載のとおり事務委託金

の交付決定に伴います追加の内容であります。 

 次、22ページをお開き願います。４項選挙費、１目選挙管理委員会費32万6,000円を減額

し、1,034万1,000円。 

 ２目参議院議員選挙費159万円を減額し、696万8,000円は、いずれの目につきましても事

業の確定による執行残の補正でございます。なお、２目の特定財源の185万1,000円の更正

減につきましては、参議院議員選挙費委託金の内容でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

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 質疑がないようですので、次に23ページ、３款民生費、１項社会福祉費から

28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。 

〇鈴木総務課長 続きまして、23ページをごらんおき願います。３款民生費、１項社会福

祉費、１目社会福祉総務費415万4,000円を減額し、２億9,510万9,000円は、人件費及び事
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業の確定に伴います執行残の補正でございます。なお、特定財源の国道支出金につきまし

ては、２万1,000円の追加にあっては説明資料21ページに記載のとおり障害者総合支援事業

補助金26万2,000円の追加、同じく説明資料22ページに記載のとおり国保保険基盤安定国庫

負担金７万5,000円の更正減、国保保険基盤安定道負担金16万6,000円の更正減に伴うもの

でございます。 

 ３目厚生委員費43万1,000円を減額し、309万2,000円。 

 次の24ページをお開き願います。４目青少年健全育成費２万円を減額し、26万6,000円、

６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費329万1,000円を減額し、1,462万3,000円は、

いずれも事業の確定に伴います執行残の補正でございます。なお、６目の重度心身障害者

ひとり親家庭等医療対策費におきます特定財源の国道支出金におきまして162万5,000円の

減額につきましては、道支出金の内容であります。また、その他財源の25万円の追加につ

きましては、説明資料15ページに記載のとおりひとり親家庭等医療費負担金の追加に伴う

ものでございます。 

 ２項児童福祉費、２目児童措置費371万円を減額し、6,608万1,000円は、事業の確定に伴

うものでございます。 

 ３目認可保育園運営費14万5,000円を追加し、１億84万2,000円は、19節負担金、補助及

び交付金におきます通園費補助金の内容で、説明資料23ページに記載のとおり補助金交付

対象者の増加に伴うものでございます。なお、特定財源のその他の90万円の追加につきま

しては、保育所保育料75万円、一時保育料15万円の追加となるものでございます。 

 ４目へき地保育所運営費７万円を減額し、3,313万7,000円は、18節備品購入費におきま

す説明資料23ページに記載のとおり保育園の活動充実のための指定寄附を受けての園児用

保育備品の整備でございます。19節負担金、補助及び交付金12万円の更正減につきまして

は、説明資料23ページに記載のとおり通園費にかかわります補助金交付対象者の減に伴う

ものでございます。なお、特定財源のその他105万円の追加につきましては、へき地保育所

保育料100万円の追加と、説明資料23ページに記載のとおり指定寄附金５万円を受けての内

容でございます。 

 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費611万1,000円を減額し、１億7,035万2,000円は、

事業の確定に伴います執行残の補正でございます。 

 ２目老人福祉施設費95万5,000円を追加し、8,425万4,000円は、20節扶助費におきます老

人福祉施設保護措置費でございますけれども、説明資料24ページに記載のとおり入所者に

係る施設保護措置費の１名増に伴うものの内容であります。また、特定財源のその他206万

9,000円の追加につきましては、説明資料24ページに記載のとおり施設入所者費用の徴収金

の内容であります。 

 ３目老人ホーム費320万円を減額し、１億8,890万円は、人件費及び事業の確定に伴いま

す執行残の補正でございます。 

 26ページをお開き願います。４目町民バス管理費80万円を減額し、501万4,000円は、事
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業の確定に伴うものでございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費1,039万6,000円を減額し、１億6,752万

4,000円は、人件費及び事業の確定に伴います補正の内容でありますけれども、18節備品購

入費におきましては、説明資料24ページに記載のとおり訪問用乳幼児デジタル身長体重計

の整備を図るものでございます。なお、特定財源におきます国道支出金の４万9,000円の更

正減は、説明資料16ページに記載のとおりがん検診推進事業国庫負担金が19万9,000円の更

正減と、説明資料24ページに記載のとおり子育て支援対策事業補助金15万円の追加による

ものの内容であります。また、その他財源の58万円の追加につきましては、説明資料19ペ

ージに記載のとおり雑入の内容であります。 

 ２目予防費328万5,000円を減額し、1,150万2,000円は事業の確定に伴うものでございま

す。 

 ３目環境衛生費46万8,000円を追加し、3,194万9,000円は、個別排水処理特別会計におけ

る事業確定に伴います繰出金の増額の内容であります。 

 ５目医療対策費388万6,000円を減額し、8,945万1,000円、７目公衆浴場管理費43万円を

減額し、1,489万2,000円は、いずれの目も事業の確定に伴うものでございます。 

 ８目保健福祉センター管理費36万9,000円を追加し、1,573万4,000円は、11節需用費の燃

料費を除いて事業の確定に伴うものでございます。 

 ９目未熟児養育医療対策費51万2,000円を減額し、20万9,000円は事業の確定に伴うもの

で、特定財源の国道支出金23万1,000円の更正減は、13ページの国庫負担金における15万

4,000円と道負担金における７万7,000円のいずれも更正減の内容であります。また、20万

7,000円のその他財源の更正減につきましては、雑入における未熟児養育医療費徴収金の更

正減となるものでございます。 

 次に、28ページをお開き願います。２項清掃費、１目塵芥処理費80万4,000円を減額し、

8,531万2,000円は、11節需用費の燃料費を除いて事業確定に伴う補正の内容であります。 

 ２目し尿処理費67万1,000円を追加し、555万8,000円は、19節負担金、補助及び交付金に

おきます十勝環境複合事務組合負担金の額の確定に伴うもので、説明資料25ページに記載

のとおり67万1,000円の追加となるものの内容でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

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 質疑がないようですので、次に28ページ、５款労働費、１項労働諸費から33ペ

ージ、９款１項消防費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 引き続き、28ページをごらんおき願います。５款労働費、１項１目労働

諸費76万1,000円を減額し、1,040万3,000円は、事業の確定に伴います執行残補正でござい

ます。特定財源、国道支出金におきます14万1,000円の更正減は、説明資料26ページに記載
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のとおり道補助金の更正減でございます。また、その他財源の48万円の更正減につきまし

ては、説明資料26ページに記載のとおり地域振興基金からの繰入金の減でございます。こ

のことにつきましては、19節負担金、補助及び交付金におきます雇用促進事業補助金48万

円の更正減で、この地域振興基金を財源としたものの内容でございます。なお、説明資料

25ページから26ページに記載のとおりとなってございます。また、中小企業勤労者福利厚

生共済加入奨励補助金につきましては、同じく説明資料25ページと26ページにかけて記載

のとおり額の確定に伴います14万の更正減でございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費935万4,000円を減額し、4,399万8,000円、

５目畜産振興費398万6,000円を減額し、１億2,941万2,000円、８目道営土地改良事業費

600万9,000円を減額し、3,853万1,000円、９目地籍調査費772万3,000円を減額し、4,360万

3,000円、10目団体営土地改良事業費4,257万2,000円を追加し、4,257万3,000円は、いずれ

の目も事業の確定に伴います補正の内容となっているものでございます。３目の農業振興

費におきます国道支出金752万2,000円の更正減につきましては、説明資料27ページに記載

のとおり道補助金225万円の更正減、あわせて説明資料25ページに記載のとおり道補助金で

個別所得補償経営安定推進事業480万円の更正減、環境保全型農業直接支援対策事業37万

5,000円の更正減の内容となるものでございます。また、８目の道営土地改良事業費におき

ます国道支出金17万1,000円の追加につきましては、説明資料37ページに記載のとおり事業

にかかわります道補助金44万の更正減と監督委託金61万1,000円の追加のものの内容であ

ります。また、その他財源の113万3,000円の更正減につきましては、受益者分担金59万

8,000円、事業負担金53万5,000円のそれぞれの更正減で、いずれも説明資料31ページ、32ペ

ージにかけての記載のとおりとなるものでございます。９目地籍調査費におきます592万

5,000円の国道支出金の更正減につきましては、道の負担金の更正減の内容であります。

10目団体営土地改良事業費の2,752万5,000円の国道支出金の追加及びその他におきます

1,504万7,000円の追加につきましては、説明資料32ページに記載のとおり道補助金及び受

益者分担金の追加でございます。このことにつきましては、13節委託料403万7,000円、調

査測量にかかわります委託料、工事請負費におきます3,853万5,000円で、いずれも説明資

料32ページに記載のとおり国の補助事業活用によります排水不良対策を行うもので、平成

26年度へ繰り越しする事業の内容のものでございます。 

 30ページをお開き願います。２項林業費、１目林業総務費5,000円を追加し、1,760万

6,000円は、人件費の内容であります。 

 ２目林業振興費26万7,000円を減額し、1,958万9,000円、４目うらほろ森林公園管理運営

費17万8,000円を減額し、2,497万5,000円、５目林道上厚内線開設事業費956万6,000円を減

額し、3,608万4,000円は、いずれも事業確定に伴います執行残の補正でございます。２目

林業振興費における19節負担金、補助及び交付金につきましては、人工林保育事業補助金

15万3,000円、除伐緊急対策事業補助金11万4,000円のいずれも更正減で、説明資料32ペー

ジに記載のとおり事業の確定に伴うものでございます。５目林道上厚内線開設事業費、15節
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工事請負費951万1,000円の更正減につきましては、説明資料33ページに記載のとおり切り

土のり面工法変更に伴います更正減でございます。 

 ３項水産業費、２目水産業振興費212万2,000円を減額し、3,073万1,000円は、事業確定

に伴います執行残補正でございますけれども、12節役務費から15節工事請負費までにつき

ましては、いずれも説明資料33ページから34ページに記載のとおりとなってございます。 

 ７款１項商工費、１目商工振興費269万8,000円を減額し、１億4,834万円、２目観光費55万

2,000円を減額し、3,064万9,000円、３目工業対策費17万3,000円を減額し、128万5,000円

は、いずれも事業確定に伴います執行残の補正でございます。なお、１目商工振興費の国

道支出金50万円の更正減につきましては、国庫補助金の更正減で、説明資料35ページに記

載のとおりとなってございます。また、19節負担金、補助及び交付金におきます商工業振

興事業補助金98万5,000円の更正減は、経営改善普及事業補助金の欠員及び地域振興事業の

確定に伴います更正減で、説明資料34ページに記載のとおりでございます。また、太陽光

発電システム設置補助金153万7,000円、木質ペレットストーブ購入費補助金80万円のいず

れもの更正減は、説明資料34ページから35ページにかけての記載のとおりとなってござい

ます。中小企業融資利子補給補助金につきましては、説明資料35ページに記載のとおり融

資あっせん件数の増に伴います62万4,000円の追加の内容であります。また、２目観光費に

おきますその他財源の２万8,000円の更正減につきましては、説明資料35ページに記載のと

おり釧路産炭地域事業補助金の更正減でございます。 

 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費19万8,000円を減額し、2,178万4,000円は、

事業確定に伴います執行残の補正でございます。 

 ２項道路橋梁費、２目道路維持事業費15万1,000円を減額し、5,428万3,000円、道路建設

補助事業費3,904万9,000円を減額し、２億1,788万7,000円は、いずれも事業の確定に伴い

ます執行残でございますけれども、３目の道路建設補助事業における国道支出金2,889万

8,000円の更正減は、国庫補助金の内容であります。 

 次に、32ページをお開き願います。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、11万4,000円は、事業確定に伴います執行残の補正でございます。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費128万1,000円を減額し、5,483万8,000円、２目公営住宅建

築費196万1,000円を減額し、１億2,845万8,000円は、いずれも事業確定に伴います執行残

の補正でございます。なお、２目公営住宅建築費の816万円の国道支出金におきましては、

説明資料36ページに記載のとおり国庫補助金の追加の内容でございます。 

 ９款１項消防費、１目常備消防費140万8,000円を減額し、２億688万3,000円、２目非常

備消防費456万円を減額し、1,985万4,000円、３目消防施設費1,421万8,000円を減額し、２

億9,413万2,000円は、いずれも消防費の内容でありますけれども、内容につきましては38ペ

ージをお開き願います。 

 参考の東十勝消防事務組合一般会計予算（浦幌町分）の内容であります。２、歳入、１

款分担金及び負担金、１項負担金、１目消防負担金2,018万6,000円を減額し、５億2,086万
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9,000円は、１節消防負担金におきまして本部共通費７万4,000円、消防諸費133万4,000円、

消防団費456万円、消防施設費1,421万8,000円と、いずれも更正減の内容であります。この

額が、恐れ入ります、また33ページにお戻りいただきまして、９款１項消防費の１目から

３目までの19節負担金、補助及び交付金の額の内容となるものでございます。１目常備消

防費におきましては、本部共通費７万4,000円の更正減、消防費133万4,000円の更正減、ま

た消防団費におきましては非常備消防費456万円の更正減、消防施設費におきましては

1,421万8,000円の更正減という内容となるものでございます。 

 38ページにお戻りいただきまして、この歳入かかわります歳出が39ページ以降となるも

のでございます。２款消防費、１項常備消防費、５目浦幌消防諸費133万4,000円を減額し、

２億76万9,000円は、実績見込み精査による減でございます。説明資料37ページから38ペー

ジに記載のとおりとなるものでございます。 

 ２項非常備消防費、４目浦幌消防団費456万円を減額し、1,985万4,000円につきましても

実績見込み精査による減で、説明資料38ページに記載のとおりでございます。 

 40ページをお開き願います。３款１項消防施設費、４目浦幌消防施設費1,421万8,000円

を減額し、２億9,413万2,000円におきましても、実績見込み精査による減で説明資料38ペ

ージに記載のとおりでございます。なお、19節負担金、補助及び交付金におきまして、消

防救急無線デジタル化共同整備事業負担金1,090万1,000円の更正減につきましては、更正

後２億4,022万6,000円となるものでございます。また、備品購入費におきます216万8,000円

の更正減につきましては、高規格救急車の購入によるものの内容となっているものでござ

います。 

 33ページにお戻りいただきたいと思います。３目の消防施設費におきます国道支出金

2,034万円の追加につきましては、説明資料17ページに記載のとおり国庫補助金が充当され

ることになったことからの追加によ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。 

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。 

 ７番、森議員。 

〇森議員 29ページ、地籍調査費の関係なのですけれども、委託料が742万4,000円の減額

というふうになっておりますけれども、この辺の中身説明いただきたいなというふうに思

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 今のご質問ですが、調査区域につきましてはこちらの帯富の一部地区と

いうことで、9.14平方キロは変わりません。何でこういう計画になったかということでご

ざいますが、これにつきましては作業工程の変更と、あと入札残ということでありまして、

作業工程につきましては、例えば分筆と合筆の関係ですね、そういうような関係が少し減

ったということで、こういう金額が減額になってございます。 
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〇田村議長 ７番、森議員。 

〇森議員 変更というのはどうなのですか。この地区をこうこうやるということで、でき

なかったからできないというか、その辺の変更というのはどんなような中身なのでしょう

か。済みません。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 作業工程ということで、一筆地測量というものなのですが、Ｆ２行程と

いいますが、それにつきましては各筆の筆界とか現況の地目境ですね、これを測量しまし

て、分筆と合筆の処理をします。それについて、これが件数が少なくなると、その工程の

事業量が減るということで、その分で金額が事業費が落ちたというようなことになってご

ざいます。調査面積全体は、帯富9.14平方キロは変わってはございません。 

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33ページ、10款教育費、１項教育総務費から

37ページ、13款諸支出金、１項過年度支出金までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 引き続き、33ページをごらんおき願います。10款教育費、１項教育総務

費、１目教育委員会費１万円を減額し、253万4,000円、２目事務局費155万円を減額し、

6,104万6,000円は、いずれも事業確定に伴います執行残及び人件費の内容であります。 

 ２項小学校費、１目学校管理費201万6,000円を追加し、7,341万3,000円は、11節需用費

における燃料費と15節工事請負費におきます執行残に伴います20万4,000円の更正減の内

容となっているものでございます。 

 次に、34ページをお開き願います。２目教育振興費４万9,000円を減額し、952万2,000円、

５目学校保健費17万2,000円を減額し、274万3,000円は、いずれも事業確定に伴います執行

残の補正でございます。 

 ３項中学校費、１目学校管理費35万5,000円を減額し、6,071万3,000円は、11節需用費の

燃料費を除いて事業確定に伴います執行残の補正でございます。 

 ２目教育振興費12万5,000円を減額し、884万円は、事業の確定に伴うものでございます。 

 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費69万4,000円を減額し、6,340万9,000円は、人件費の内

容となるものであります。 

 ５項社会教育費、１目社会教育総務費30万8,000円を減額し、3,137万5,000円は、人件費

の対応のものでございます。 

 ２目公民館運営費135万3,000円を追加し、4,282万1,000円、３目博物館費５万円を減額

し、194万6,000円、６目家庭教育学級開設費１万2,000円を減額し、28万4,000円は、事業

確定に伴います補正の内容となっているものでございます。なお、２目公民館運営費にお

きます11節需用費の79万2,000円につきましては、説明資料38ページから39ページにかけて
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記載のとおり中央公民館の集会室つり物装置ワイヤ及び男子トイレ修繕に対応するもので

ございます。また、18節備品購入費につきましては、説明資料38ページから39ページにか

けて記載のとおり指定寄附によります各公民館和室で使用します椅子の購入に対応するも

のの100万円の増となるものでございます。 

 ７目図書館管理費１万円を追加し、3,904万5,000円は、18節備品購入費で説明資料39ペ

ージに記載のとおり指定寄附によります図書購入費の内容であります。 

 次、36ページをお開き願います。６項保健体育費、１目社会体育総務費２万5,000円を減

額し、749万9,000円は、事業確定に伴います執行残補正でございます。 

 ２目社会体育施設費16万3,000円を追加し、8,442万1,000円は、11節需用費の修繕料及び

18節備品購入費を除いて事業確定に伴います執行残の内容であります。18節備品購入費

20万3,000円の追加につきましては、説明資料39ページに記載のとおりスポーツセンターに

設置する全自動血圧計更新の対応によるものでございます。 

 ３目給食センター管理費327万1,000円を減額し、9,432万3,000円は、人件費及び事業確

定に伴います執行残の補正の内容であります。 

 13款諸支出金、１項１目過年度支出金２万3,000円を追加し、31万円は、23節償還金、利

子及び割引料においてがん検診推進事業国庫負担金の返還金で、説明資料40ページに記載

のとおり国庫負担金の精算に伴います２万3,000円の追加でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、よろしくご審議をお願いいたします。 

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。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 説明資料の38ページの公民館運営費の中のことなのですが、公民館、経年の

劣化によってワイヤが消耗ということでありますが、経年劣化ということによるかどうか

わかりませんが、せんだって３月２日の日もトイレの中でお年寄りが１時間以上外へ出ら

れなくて、非常に心配して探して歩いていたのです。結局トイレの状態が狭いものですか

ら、足がしびれて、入ったはいいけれども、立ち上がれなくて、なかなか見つからなかっ

た。２階の女性トイレなのですけれども。部分的にやるのも結構なのですけれども、もう

少し何か全体的に見直すのをどの時点で、これは補正というのでしょうか、あれなのです

けれども、どういう場面においてこういうものを申請していいかどうか、ちょっとわから

ないものですから、今お聞きして全体的に見直すような予算は新年度で見ているかどうか

まだわからないのですが、お答えをいただきたいと思います。 

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。 

 中央公民館につきましては昭和49年の建設ということで、当時の建設なものですから、

身体障がい者の方々とか、それから高齢者の方々、全て順調に使うような形にはまだ対応

はし切れておりません。現在玄関前にスロープをつけたりとか、それからトイレにつきま
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してももともと和式だったのですけれども、一部洋式化としておりますけれども、それも

和式の部分につきましては内開き、それから洋式の分については外開きなのですけれども、

せんだっての、今福原議員からお話があったご老人の方につきましても、和式を使用して、

内開きになっているためにそこから出づらかったということで、なかなか発見がおくれた

わけなのですけれども、抜本的な対策はまだ具体的なものは示すことはできませんけれど

も、現在の内開きとか外開きの分につきまして、きちんと和式と洋式のまず表示をしたり

とか、それからやはり内開きの場合は外開きにしてしまいますと、今度待っている方にぶ

つかったりとか、そういった狭い中での改修になりますと、やることに限度があるもので

すから、まだまだおくれている部分もありますけれども、そういった総体的なスペースと、

今あるトイレの数とか、そういったものの見直しを今後進めてまいりたいというふうには

考えておりますけれども、現時点では新年度予算の中でそういった大がかりなものは予算

計上はできておりませんけれども、これまでも多くの方々から利用した中でそういったご

不便という声を賜っていますので、おくればせながらといいますか、そういった形の調査

研究の時間をいただきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 本当に利用なさっている方は、狭くて非常に不便な思いをしております。手

すりを補助的につけていただければ、全ての公共施設についてもまだ調べていませんけれ

ども、これから調べていこうと思いますが、１つ手すりがあるだけで、足がしびれて立ち

上がれないという状態だったものですから、手すりがあれば何とかできたかなということ

で、発見が遅くて１時間半ぐらいまでかかっていて、汗べちゃべちゃになって、そのまん

まの姿勢でいたものですから、本当にかわいそうなことをしたなと思っています。早急に、

やっぱりお年寄りでも安心して使えるような全ての公共施設に私は手すりをつけていって

ほしいというふうに今要望しておきたいと思いますので、善処のほどよろしくお願いしま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問だったのですけれども、新年度予算にかかわることな

のですけれども、全てのトイレに関してはまだ難しいところなのですけれども、現在洋式

トイレのところは横の手すりがございますけれども、それにさらに縦の手すりをつけると

いうことで今現在予定しておりますけれども、和式の部分までは全てできないものですか

ら、今ご意見いただいた中を再度検討させていただいて、前向きに検討させていただきま

すけれども、当初予算ではまだ計上されていませんので、その点ご理解願いたいというふ

うに思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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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。 

 これより討論を行います。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、本案は原案のとおり可決されました。 

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時２２分  休憩 

午後 ２時３３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。 

 

    ◎日程第１６ 議案第１４号 

〇田村議長 日程第16、議案第14号 平成25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。 

〇大山産業課長 議案書の41ページをごらん願います。あわせまして、説明資料も41ペー

ジをごらん願います。議案第14号 平成25年度浦幌町町有林野特別会計補正予算。 

 平成25年度浦幌町の町有林野特別会計補正予算（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438万2,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ１億478万円とする。 

 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。 
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 平成26年３月10日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略をさせて

いただきます。 

 次のページになります。歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括についても省略をさ

せていただきます。 

 次、44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419万9,000円を追加し、4,386万8,000円、１節造林補助、造林補助金409万9,000円の追

加、３節森林整備過疎化・林業再生事業補助金10万円の追加でございます。これらにつき

ましては、労務単価の改正に伴います補助単価が増額したことによる追加でございます。 

 ５款諸収入、１項１目雑入18万3,000円を追加し、118万3,000円、１節雑入、これにつき

ましては支障木伐採補償費の追加による18万8,000円の追加でございます。 

 次に、45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755万2,000円を

追加し、3,001万4,000円、13節委託料23万1,000円の更正減、実績見込みによるものでござ

います。25節積立金798万6,000円は、事業基金への積み立ての追加でございます。27節公

課費20万3,000円の更正減は、消費税申告額の確定による減額でございます。 

 ２款１項財産造成費、１目造林費317万円を減額し、6,704万8,000円、15節工事請負費

317万円の更正減でございます。これにつきましては、事業面積の減少及び入札執行残によ

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、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、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１７ 議案第１５号 

〇田村議長 日程第17、議案第15号 平成25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。 
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 町民課長。 

〇小路谷町民課長 46ページをお開きください。議案第15号 平成25年度浦幌町国民健康

保険事業特別会計補正予算。 

 平成25年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第５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6,419万9,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ８億8,856万7,000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26年３月10日提出、浦幌町長。 

 47ページの第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。 

 49ページの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。 

 今回の補正予算につきましては、後期高齢者支援金、前期高齢者納付金、介護納付金、

共同事業拠出金の額の確定及び執行見込みによります補正が主なものでございます。 

 補正予算の内容につきましては、説明資料の42ページから46ページに記載しております

ので、ご参照願います。51ページをごらんください。２、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390万円を追加し、２億1,593万円。 

 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2,392万5,000円を減額し、

１億4,631万6,000円。 

 ２目高額医療費共同事業負担金32万2,000円を減額し、667万8,000円。 

 ３目特定健康診査等負担金５万円を追加し、86万7,000円。 

 ２項国庫補助金、１目財政調整交付金2,852万4,000円を減額し、470万6,000円。 

 52ページをごらんください。３目高齢者医療制度円滑運営事業費補助金９万9,000円を追

加し、９万9,000円。 

 ３款１項１目療養給付費等交付金1,342万1,000円を追加し、5,252万1,000円。 

 ４款１項１目前期高齢者交付金1,299万7,000円を減額し、１億5,070万2,000円。 

 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32万2,000円を減額し、

667万8,000円。 

 ２目特定健康診査等負担金５万円を追加し、86万7,000円。 

 ６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金6,000円を減額し、２万5,000円。 

 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732万3,000円を減額し、

1,567万7,000円。 

 ２目保険財政共同安定化事業交付金804万2,000円を追加し、7,804万2,000円。 

 ８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金144万2,000円を減額し、7,018万
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5,000円。 

 ８款繰入金、２項１目基金繰入金1,500万円を減額し、ゼロ。 

 10款諸収入、３項雑入、１目一般被保険者返納金10万円を追加し、10万1,000円。 

 54ページをごらんください。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費

513万8,000円を減額し、2,869万4,000円、13節のシステム改修業務委託料112万4,000円の

追加につきましては、説明資料の44ページに記載のとおりでございます。 

 ２目連合会負担金１万4,000円を減額し、38万9,000円。 

 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3,600万円を減額し、４億

4,400万円。 

 ２目退職被保険者等療養給付費300万円を減額し、3,200万円。 

 ５目審査支払手数料22万9,000円を減額し、138万円。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費200万円を減額し、5,800万円。 

 ３目一般被保険者高額介護合算療養費７万8,000円を減額し、２万2,000円。 

 ４目退職被保険者等高額介護合算療養費５万円を減額し、ゼロ。 

 ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金168万円を減額し、462万円。この出産育児一時

金につきましては、当初15名で計上しておりましたが、執行見込みで11名となる見込みか

ら減額するものでございます。 

 ３款１項１目後期高齢者支援金770万5,000円を減額し、１億779万2,000円。 

 56ページをごらんください。４款１項１目前期高齢者納付金３万2,000円を減額し、10万

4,000円。 

 ６款１項１目介護納付金24万2,000円を減額し、5,157万1,000円。 

 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326万5,000円を減額し、

2,671万6,000円 

 ３目保険財政共同安定化事業拠出金346万5,000円を減額し、8,882万円。 

 ８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費121万4,000円を減額し、352万円、13節

の特定健康診査等委託料106万9,000円の減額につきましては、当初500名を予定しておりま

したが、執行見込みで335名程度になる見込みから減額するものでございます。 

 ２項保健事業費、１目保健衛生普及費10万8,000円を減額し、281万1,000円、13節委託料

の総合検診業務委託料50万8,000円の減額につきましては、当初110名を予定しておりまし

たが、実績で74名となることから減額するものでございます。また、インフルエンザ予防

接種委託料40万円の追加につきましては、北海道国民健康保険特別調整交付金の対象とな

るために一般会計より予算の組み替えをするものでございます。 

 ９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金２万1,000円を追加し、2,310万

9,000円。 

 以上でございます。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。 
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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） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１８ 議案第１６号 

〇田村議長 日程第18、議案第16号 平成25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。 

〇小路谷町民課長 58ページをお開きください。議案第16号 平成25年度浦幌町介護保険

特別会計補正予算。 

 平成25年度浦幌町の介護保険特別会計補正予算（第５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1,192万9,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ６億4,554万円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成26年３月10日提出、浦幌町長。 

 59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。 

 61ページの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。 

 今回の補正予算につきましては、執行見込みによります補正でございます。 

 補正予算の内容につきましては、説明資料の47ページから50ページに記載しております

ので、ご参照願います。 

 62ページをごらんください。２、歳入、１款１項介護保険料、１目第１号被保険者介護

保険料300万円を追加し、9,328万2,000円。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金310万5,000円を減額し、9,965万

3,000円。 
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 ２項国庫補助金、１目調整交付金456万9,000円を減額し、5,017万7,000円。 

 ２目地域支援事業交付金92万2,000円を減額し、343万5,000円。 

 ３目介護保険事業費補助金15万7,000円を追加し、15万7,000円。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金225万6,000円を減額し、9,060万円。 

 ４款１項支払基金交付金、１目介護給付費繰越金632万9,000円を減額し、１億6,457万

1,000円。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金193万2,000円を減額し、１億2,008万

8,000円。 

 ２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金402万7,000円を追加し、800万6,000円。 

 64ページをごらんください。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費

31万5,000円を追加し、1,567万6,000円。この13節委託料、システム改修業務委託料31万

5,000円の追加につきましては、説明資料49ページに記載しておりますので、ご参照願いま

す。 

 ３項１目介護認定審査会費50万7,000円を減額し、522万8,000円。 

 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300万円を減

額し、１億5,700万円。 

 ２目居宅介護サービス等計画給付費90万円を減額し、1,960万円。 

 ３目地域密着型介護サービス等給付費1,000万円を追加し、１億1,400万円。この負担金

につきましては、施設の利用者が５名ほどふえたことにより追加するものでございます。 

 ４目施設介護サービス等給付費1,100万円を減額し、２億3,900万円。 

 ５目福祉用具購入費120万円を減額し、60万円。 

 ６目住宅改修費90万円を減額し、186万円。 

 ７目審査支払手数料５万円を追加し、50万円。 

 ２項１目高額介護サービス等費60万円を減額し、1,440万円。 

 ３項１目高額医療合算介護サービス等費45万円を減額し、195万円。 

 66ページをごらんください。４項１目特定入所者介護サービス等費100万円を減額し、

3,140万円。 

 ４款１項地域支援事業費、１目介護予防事業費109万9,000円を減額し、628万6,000円。 

 ２目任意事業費137万円を減額し、370万5,000円。 

 ３目包括的支援事業費26万8,000円を減額し、2,256万1,000円でございます。 

 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） 
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〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第16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、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１９ 議案第１７号 

〇田村議長 日程第19、議案第17号 平成25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。 

〇佐藤診療所事務長 67ページをごらん願います。あわせて説明資料51ページをごらん願

います。議案第17号 平成25年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算。 

 平成25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804万4,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ２億8,970万6,000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。 

 （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26年３月10日提出、浦幌町長。 

 68ページをごらん願います。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。 

 69ページをごらん願います。第２表、地方債補正、変更は補正後で説明申し上げます。

起債の目的、過疎対策事業、限度額3,610万円、浦幌町立診療所医療機器更新事業、限度額

3,610万円、計3,610万円。補正前に比べ180万円の更正減でございます。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。 

 70ページをごらん願います。70ページの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。 

 今回の補正予算の主な内容につきまして、歳入につきましては診療報酬収入の実績見込

みによります補正、歳出につきましては運営実績等に伴います増減補正が主なものでござ

います。 

 71ページをごらん願います。２、歳入、１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計
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繰入金311万6,000円を減額し、8,090万9,000円、１節一般会計繰入金311万6,000円の更正

減。 

 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入319万3,000円を減額し、１億6,302万8,000円、１節

保険診療収入342万5,000円の更正減、２節労災収入44万2,000円の追加、３節自賠責収入８

万円の追加、６節その他診療収入40万円の更正減、７節診療報酬収入滞納繰越分11万円の

追加、いずれも実績見込みによる補正でございます。 

 ２項１目雑入６万5,000円を追加し、８万9,000円、１節雑入６万5,000円の追加で公衆電

話使用料等の内容です。 

 ４款１項町債、１目浦幌町立診療所医療機器更新事業債180万円を減額し、3,610万円、

１節浦幌町立診療所医療機器更新事業債180万円の更正減。 

 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68万6,000円

を減額し、5,716万1,000円、４節共済費9,000円の追加、９節旅費６万7,000円、14節使用

料及び賃借料16万円、18節備品購入費46万8,000円、いずれも更正減でございます。 

 ２目医業費735万8,000円を減額し、２億3,249万5,000円、３節職員手当等10万9,000円、

４節共済費30万6,000円、７節賃金382万円、９節旅費57万8,000円、いずれも更正減でござ

います。11節需用費181万7,000円の追加、医療材料費の追加でございます。13節委託料75万

円、14節使用料及び賃借料180万円、18節備品購入費181万2,000円、いずれも更正減でござ

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申し上げます。 

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、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２０ 議案第１８号 

〇田村議長 日程第20、議案第18号 平成25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。 
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〇新川施設課長 74ページをお開き願います。あわせて説明資料52ページをごらんくださ

い。議案第18号 平成25年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算。 

 平成25年度浦幌町の公共下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298万4,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ３億4,671万5,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （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26年３月10日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 次のページをお開き願います。第２表、地方債補正、変更は補正後で申し上げます。起

債の目的、下水道事業、限度額2,100万円、公共下水道事業、限度額2,100万円、計2,100万

円、補正前に比べ130万円の減額です。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。 

 次のページをお開き願います。このたびの補正につきましては、下水道使用料の減額と

公共下水道移設事業等の額の確定による減額補正をするものでございます。 

 ２、歳入、１款分担金及び負担金、２項負担金、１目公共下水道費負担金32万8,000円を

減額し、499万8,000円、マンホール中継ポンプ移設等確定による工事負担金の更正減でご

ざいます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目公共下水道使用料135万6,000円を減額し、

6,649万4,000円、現年度における公共下水道使用料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130万円を減額し、2,100万円、公共下水道事業債

の確定による更正減でございます。 

 次のページをごらん願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費100万円を減額し、380万円、消費税確定による更正減でございます。 

 ２項施設管理費、２目処理場管理費73万円を追加し、2,795万8,000円、灯油価格高騰に

よる燃料費は13万円及び終末処理場主ポンプ修理に伴う施設管理修繕料60万円の追加で、

説明書に記載のとおりでございます。 

 ２款事業費、１項１目下水道建設費271万4,000円を減額し、6,553万円、事業費確定によ

る調査設計委託料の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） 
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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、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２１ 議案第１９号 

〇田村議長 日程第21、議案第19号 平成25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 80ページをごらん願います。あわせて説明資料53ページをごらんくださ

い。議案第19号 平成25年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算。 

 平成25年度浦幌町の個別排水処理特別会計補正予算（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193万2,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ6,199万6,000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。 

 （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26年３月10日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 次のページをお開き願います。第２表、地方債補正、変更は補正後で申し上げます。起

債の目的、下水道事業、限度額2,260万円、個別排水処理施設整備事業、限度額2,260万円、

計2,260万円、補正前に比べ240万円の減額です。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、１、総括は省略させていただきます。 

 次のページをお開き願います。このたびの補正につきましては、個別排水処理施設設置

基数の確定等による減額補正をするものでございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金46万8,000円を追加し、2,520万
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4,000円、一般会計からの繰入金の追加でございます。。 

 ７款１項町債、１目個別排水処理施設整備事業債240万円を減額し、2,260万円、個別排

水処理施設整備事業債の確定による更正減でございます。 

 次のページをごらん願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、２目普及推進

費30万円を減額し、172万1,000円、水洗便所改造等補助が確定したことによる執行残でご

ざいます。 

 ２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費63万2,000円を減額し、1,591万9,000円、

共済組合納付金及び浄化槽清掃等、保守業務確定による執行残でございます。 

 ２款事業費、１項１目個別排水処理施設建設費100万円を減額し、2,600万円、設置基数

の確定によ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、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２２ 議案第２０号 

〇田村議長 日程第22、議案第20号 平成25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 86ページをお開き願います。あわせて説明資料54ページをごらんくださ

い。議案第20号 平成25年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算。 

 平成25年度浦幌町の簡易水道特別会計補正予算（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958万3,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ４億9,103万3,000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。 
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 （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26年３月10日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 次のページをお開き願います。第２表、地方債補正、変更は補正後で申し上げます。起

債の目的、簡易水道事業、限度額１億6,900万円、計１億6,900万円。起債の方法、利率、

償還の方法は、補正前と同じです。簡易水道事業費の額の確定による変更で630万円の減額

となっております。 

 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。 

 次のページをお開き願います。このたびの補正につきましては、水道使用料の減額及び

統合簡易水道事業費の確定等による減額補正と消費税還付金及び燃料費の追加補正をする

ものでございます。 

 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305万3,000円を

減額し、644万7,000円、水道管等移設工事負担金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450万4,000円を減額し、１億4,520万

円、現年度における使用水量減による水道使用料の更正減でございます。 

 ２項手数料、１目簡易水道手数料19万5,000円を追加し、29万5,000円、給水工事設計審

査件数の増に伴う追加でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金41万5,000円を減額し、１億853万

7,000円、一般会計からの繰入金の更正減でございます。 

 ６款諸収入、２項１目雑入449万4,000円を追加し、449万6,000円、消費税確定によるも

のでございます。 

 ７款１項町債、１目簡易水道事業債630万円を減額し、１億6,900万円、簡易水道事業債

の確定に伴う更正減でございます。 

 次のページをごらん願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費200万円を減額し、2,461万円、消費税が還付となったことによる更正減でございます。 

 ２目施設管理費13万6,000円を追加し、7,544万8,000円、重油価格等高騰及び使用料増に

伴う燃料費の追加、それと浄水場汚泥処理量減による手数料、水道移設工事等確定による

工事請負費の執行残でございます。 

 ２款１項事業費、１目給水事業費771万9,000円を減額し、２億4,326万5,000円、水道管

移設に係る調査設計委託料と事業費確定による工事請負費の執行残、また補償金につきま

しては配水管設置に係る用地補償が発生しなかったこと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。 



- 58 - 
 

 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、本案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13日までの３日間は議事の都合により休会と

し、３月14日は多くの町民の皆さんに本会議を傍聴していただくため特に会議時間を変更

し、午後６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13日までの３日間は議事の都合により休会とし、３月14日は午後

６時から本会議を開くことに決定をいたしました。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 ３時１３分 


