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平成２６年第３回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

平成２６年９月１日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 １時２３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 報告第 ３号 健全化判断比率の報告について 

 日程第 ８ 報告第 ４号 資金不足比率の報告について 

 日程第 ９ 承認第 ６号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２６年度浦幌町一般会計補正予算） 

 日程第１０ 承認第 ７号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２６年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算） 

 日程第１１ 議案第４９号 浦幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定 

める条例の制定について 

 日程第１２ 議案第５０号 浦幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営 

に関する基準を定める条例の制定について 

 日程第１３ 議案第５１号 浦幌町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基 

準を定める条例の制定について 

 日程第１４ 議案第５２号 浦幌町町有住宅使用管理条例の一部改正について 

 日程第１５ 議案第５３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１６ 議案第５４号 平成２６年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第１７ 議案第５５号 平成２６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５６号 平成２６年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 日程第１９ 議案第５７号 平成２６年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第２０ 議案第５８号 平成２６年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 日程第２１ 同意第 ２号 浦幌町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることに 

ついて 

 日程第２２ 同意第 ３号 浦幌町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることに 

ついて 
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 日程第２３ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ 

て 

 

〇出席議員（１２名） 

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

    ３番  安  藤  忠  司     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   鈴  木  宏  昌 

     まちづくり政策課長   菅  原     敏 

          町 民 課 長      泉        初 

     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   小 路 谷  守  昌 

          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   小  川  博  幸 
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          事 務 局 長      吉  田  裕  明 

 

    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 



- 4 - 
 

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12名です。 

 定足数に達しておりますので、本日をもって招集されました平成26年第３回浦幌町議会

定例会を開会いたします。 

 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 直ちに本日の会議を開きます。 

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

ます。 

 日程に入ります前に申し上げます。本日、外気温27度以上になると予想されております

ので、上着は自由に外していただきますようご通告申し上げます。 

 

    ◎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年第３回浦幌町議会定例会の運営について、８月25日午前、正副議長出席のもと

議会運営委員会を開催し、理事者より今定例会に提出される議案の説明を受け、日程及び

運営について協議をいたしましたので、報告いたします。 

 本定例会には、諸般の報告、常任委員会報告、行政報告に続き、報告２件、承認２件、

一般議案５件、平成26年度一般会計及び特別会計補正予算５件、決算認定は、平成25年度

一般会計及び特別会計合わせて９件が提案されております。続いて、同意２件、諮問２件、

議長提出は、委員会の開催、議員派遣等であります。以上の内容を踏まえ、会期は本日９

月１日より９月10日までの10日間でお願いいたします。本日の日程は、諸般の報告、常任

委員会報告、行政報告に続いて、報告第３号、４号の２件、承認第６号、７号の２件、一

般議案は補正予算含め第49号から第58号まで10件、同意案件第２号、３号の２件、諮問第

１号１件を予定しております。一般質問につきましては、９月５日を予定いたしましたの

で、よろしくお願いいたします。 

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

おります。 

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

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125条の規定により、７番、森秀幸議員、８番、杉

江博議員を指名いたします。 

 

    ◎日程第３ 会期の決定 

〇田村議長 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りをいたします。本定例会の会期は、本日から９月10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９月10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 報告いたします。 

 今期議会の説明員につきましては、平成26年８月18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６月16日から平成26年８月31日までの議長等の動静及び議員の派遣結果

報告並びに監査委員から提出のあった平成26年５月分から平成26年７月分の例月出納検査

報告書、教育委員会から提出のあった平成26年度浦幌町教育委員会の権限に属する事務の

管理及び執行の状況の点検及び報告平成25年度分につきましては、お手元に配付のとおり

でありますので、ごらんおきを願います。 

 次に、平成26年６月16日開会の浦幌町議会第２回定例会で可決された道教委「新たな高

校教育に関する指針」の見直しと地域や子どもたちの実態に応じた高校づくりの実現を求

める意見書、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率二分の一への復元、「３０人以下学級」

の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など２０１５年度国家予算編成における教

育予算確保・拡充に向けた意見書、地方財政の充実・強化を求める意見書、ウイルス性肝

炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書、規制改革会議意見書の取扱いに関する

要望意見書につきましては、同日付で衆参両院議長、内閣総理大臣ほか関係行政庁に提出

をしております。 

 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。 
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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。 

 記、１、調査事件、行財政改革プラン2011の進捗状況。 

２、調査実施期日、平成26年８月６日。 

３、調査の経過と結果。本委員会は、議事堂において「行財政改革プラン2011」の進捗

状況について、担当課からの説明を受ける形で調査を行った。本プランは、二つの改革の

柱で構成され「町民満足度を重視し、町民とともに進める行政運営（サービス向上と協働

の推進）」19項目、「持続可能な財政基盤の確立と効率的・効果的な行政運営（行政運営・

財政運営・組織・人材の改革）」32項目、全体で51項目にわたるアクションプランとして平

成23年11月に策定されたもので、開始年度は平成23年度から27年度までの５年間としてい

る。なお、本委員会では平成23年度から平成25年度までの３年間の経年度進捗状況につい

て調査を実施した。また、冒頭、担当課長から平成24年度分の浦幌町行政改革推進委員会

で評価（外部評価）が未遂行であるとの謝罪があった。各アクションプランの取り組み状

況について、平成25年度での目標達成度は、Ａが25項目、Ｂが８項目、Ｃが12項目、Ｄが

３項目、Ｆが３項目という行政サイド内部評価の説明を受けた。５カ年計画の途中という

ことで、年次計画どおりに実施されていない事業も見受けられ、それぞれに遅延している

理由や年度別計画変更の理由が掲げられていたが、今後、調査・研究・検討するとした事

項についても、より効率的で効果的な改革の取り組みに期待したい。 

次のページをごらんおきください。51項目は下記のとおりでございますので、ごらんお

きください。 

次に、所見を報告いたします。ＰＤＣＡサイクルによる見直しにおいて、本プランの推

進体制が示されているが、平成24年度分について、浦幌町行政改革推進委員会で評価（外

部評価）が行われないまま、25年度分の浦幌町行政改革推進本部での評価（内部評価）が

行われている。このことについては、示されている推進体制の流れに反しているものであ

り、早急に改められ対応されたい。また、今後のプラン推進において、行財政改革推進本

部長（町長）が中心となり、全職員の強い自覚のもとアクションプランに取り組み、本プ

ランの進捗管理についても確実なものとされたい。 

以上、総務文教厚生常任委員会の報告といたします。 

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 行政報告を行います。 

 １の町長等の動静につきましては、平成26年６月16日から平成26年８月31日までの動静
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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。 

次に、２の建設工事入札結果についてでありますが、交付金事業、寿東通改良工事ほか

38件であります。 

次に、３の委託業務入札結果につきましては、交付金事業、生剛橋外２橋橋梁補修詳細

調査設計委託業務ほか２件であります。 

４の物品購入入札結果につきましては、浦幌中学校・上浦幌中学校教育用コンピュータ

等賃貸借ほか３件であります。 

５の町有林立木売り払い入札結果につきましては、第２伐区、留真町有林立木売り払い

ほか２件であります。 

６のその他について報告させていただきます。 

まず、８月10日から11日にかけての大雨による被害状況について報告いたします。台風

11号の影響による大雨のため、10日午後８時21分浦幌町に大雨警報が発表されたことを受

け、地域防災計画等に従い警戒配備体制をとり、情報収集を行いました。翌11日午前３時

19分に洪水警報が発表されたことを受け、全管理職に対し警戒本部体制の準備を連絡する

とともに、警戒配備体制の担当課職員並びに浦幌消防署に出動を要請し、現地被害状況の

確認などに当たりました。10日から11日にかけての総雨量は、桜町で124ミリ、留真で104ミ

リ、美園で82ミリでありました。警戒配備体制につきましては、町職員26名、消防署職員

４名、合計30名により、情報収集、被災のおそれのある箇所への対策、被害状況の確認等

を実施してまいりました。11日午前11時22分に洪水警報、また同日午後４時31分に大雨警

報がそれぞれ解除されたことを受け、警戒配備体制を解除しております。現在までに判明

しているこの大雨による被害は、公共施設については、道路が、法面崩落、側溝埋塞、横

断管埋塞等により５路線６カ所350万円、河川が、河岸決壊、積みブロック倒壊、河床路洗

掘等により５河川５カ所1,150万円、農業施設については、明許の埋塞、法面決壊により５

カ所400万円の被害を受けました。なお、これらに係る応急経費につきましては、本定例会

に補正予算を上程しておりますので、ご審議いただきますようよろしくお願いいたします。

以上、大雨による被害状況についての報告といたします。 

次に、８月８日発送の督促状の誤送について報告いたします。７月31日納期限、町道民

税２期206件、国民健康保険税１期199件の未納者に対し督促状を発送しましたが、そのう

ち７月25日から７月31日にコンビニで納付されました納税者、実人数49人の方に納付済み

にもかかわらず８月８日督促状を誤って送付してしまいました。コンビニ収納は北海道銀

行及び地銀ネットワークを介して納付情報、入金が行われるシステムです。コンビニ店頭

で納税者が支払ったデータを翌日に速報として受信し、その数日後コンビニで入金された

金額が地銀ネットワークで確認され確報データとして受信する方式であります。浦幌町は、

この確報データをもとに税金収納の確認をしておりましたので、督促状の送付をする場合

は速報データと確報データとの時間差から、速報データとして受信した納税者には督促状

を発送しないこととしておりました。このたび、人的な間違いからコンビニで納税され速



- 8 - 
 

報データにある49名の方に督促状を発送してしまいました。関係する納税者及びコンビニ

エンスストアの皆様には、ご迷惑をおかけしましたことに深くおわびを申し上げます。今

後、納付の確認を速報データに変更し、収納データがあるものについては、督促状が発布

されないようにシステムの変更を行い、人的間違いが二度と起こらないようにいたします。

以上、８月８日発送の督促状誤送についての報告といたします。 

次に、町内で発生しました火災について報告をいたします。出火場所につきましては浦

幌町字相川337番地、罹災者は田中等様であります。覚知時刻は８月28日午前11時、鎮火時

刻は８月28日午前11時49分、出火箇所は罹災者所有の牧野であります。出火原因は現在調

査中であり、焼損面積は34アールであります。損害額についても調査中であります。負傷

者は、罹災者の奥様が応急消火作業中に受傷した１名であります。消防活動状況につきま

しては、浦幌消防署車両３台、人員８人、浦幌消防団車両４台、人員29人、人員内訳につ

きましては、団本部４人、第４分団25人であります。本別消防署より車両１台、人員３人

が救急要請により出動していただきました。合計、車両８台、人員40人であります。以上、

火災についての報告といたします。 

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 報告第３号 

〇田村議長 日程第７、報告第３号 健全化判断比率の報告についてを議題といたします。 

 報告を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 報告第３号 健全化判断比率の報告について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成25年度決算

に基づく健全化判断比率を次のとおり報告する。 

平成26年９月１日提出、浦幌町長。 

 記、１、健全化判断比率。実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率につきまし

ては、それぞれ赤字が発生していない状況と、また将来の負担が発生しないという状況か

ら、浦幌町の比率の区分におきましては横線表示となっておりますので、ご説明をさせて

いただきたいと思います。実質公債費比率につきましては、浦幌町の比率は11.9％で、早

期健全化基準及び財政再生基準につきましては、いずれもそれに到達していない内容とな

ってございます。 

２、監査委員の意見でございますけれども、別紙のとおり、実質赤字比率、連結実質赤

字比率及び将来負担比率においては、比率が算出されていないことと、実質公債費比率は、

早期健全化基準を超えておらず、財政上の健全性は確保されていると認められたとご意見

を賜ってございます。 

なお、健全化判断基準の詳細につきましては、別添議案説明資料をもって説明させてい
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ただきます。別添の議案説明資料をごらんおき願いたいと思います。説明に当たりまして、

表紙の目次の欄におきまして一部修正がございます。目次に続きまして、報告第７号 健

全化判断比率の報告となっていますのを報告第３号に改め、また報告第８号 資金不足比

率の報告となっておりますのを報告第４号に改め、そして承認第５号 専決処分の承認を

求めることについては承認第６号、続きまして承認第６号、同じく専決処分の承認を求め

ることについて（公共下水道特別会計補正予算）でございますけれども、承認第６号とな

っているところを承認第７号にそれぞれ改めるものでございますので、恐れ入りますけれ

ども、ご修正方よろしくお願いいたします。皆様にはお手数をかけ、まことに申しわけご

ざいませんでした。今後このようなことのないように十二分に気をつけてまいりたいと思

います。 

それでは、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２ページをご

らんおき願います。①、実質赤字比率でございますが、町の最も主要な会計であります一

般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で、地方公共団体の一般会

計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標と言われているもので、

本町の平成25年度決算におきましては実質赤字額が発生していなく、比率は算出されませ

ん。なお、一般会計等とは、一般会計、町有林野特別会計、町立診療所特別会計を含めた

会計となってございます。 

次に、３ページをお開き願います。②、連結実質赤字比率でございますが、公営事業を

営む特別会計を含む全会計を対象とした実質赤字額及び資金の不足額の標準財政規模に対

する比率で、全ての会計の赤字と黒字を合算して地方公共団体としての赤字の程度を指標

化し、地方公共団体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標と言われ、本町の平成25年

度決算におきましては実質赤字額が発生していなく、比率は算出されません。 

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

する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額に対する比率で、算式は

記載のとおりでございますが、地方債の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、

資金繰りの程度を示す指標と言われ、３カ年の平均より算出されます。本町の比率は、平

成25年度単年度では11.6％、３カ年平均では11.9％でございます。 

次に、７ページをお開きください。④、将来負担比率でございますが、一般会計等が将

来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率で、地方債や将来

支払っていく可能性のある負担金等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可

能性の度合いを示す指標で、今後の負担する地方債元利償還金を標準財政額で除して求め

るもので、本町の比率はマイナスの13.6％となるものでございます。 

なお、①、実質赤字比率から④、将来負担比率までの比率のうちのいずれかが早期健全

化基準を超えますと、財政健全化計画を策定し、実質的な改善努力による財政健全化を求

められ、さらに財政再生基準を超えますと再生団体と判断され、財政再生計画を策定し、

国等の関与による確実な再生を求められ、また実質公債費比率の扱いにおきましては、地
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方債の財源として求めるのに制限が加えられるものでございます。本町の場合はいずれの

比率も基準以下となっておりますが、各比率の算出の詳細にかかわりましては、説明いた

しました本説明資料の２ページから10ページのとおりとなってございますので、ごらんお

きを願いたいと思います。 

以上で報告を終わらせていただきます。 

〇田村議長 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 これで報告第３号を終わります。 

 

    ◎日程第８ 報告第４号 

〇田村議長 日程第８、報告第４号 資金不足比率の報告についてを議題といたします。 

 報告を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 報告第４号 資金不足比率の報告について。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定により、平成25年度決算

に基づく資金不足比率を次のとおり報告する。 

平成26年９月１日提出、浦幌町長。 

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

簡易水道特別会計、いずれの特別会計におきましても、浦幌町の資金不足比率につきまし

ては、資金が不足しておりませんので、横線表示となってございます。なお、経営健全化

基準につきましては、いずれの特別会計につきましても20％の基準となってございます。 

２、監査委員の意見につきましては、別紙のとおり、各公営企業会計において、資金不

足は生じていないことから、指標の対象とならないものであることと経営の健全性は保た

れていると認められたとご意見を賜ってございます。 

なお、１、資金不足比率の詳細につきましては、議案説明資料をもって説明させていた

だきます。説明資料11ページをお開き願います。⑤、資金不足比率につきましては、公営

事業会計ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率で、資金不足を事業規模である料金

収入と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示す指標と言われており、本町にお

きましてはいずれの会計も資金不足が発生していないため、比率は算出されておりません。 

以上で報告を終わらせていただきます。 

〇田村議長 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 これで報告第４号を終わります。 
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    ◎日程第９ 承認第６号 

〇田村議長 日程第９、承認第６号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、平成26年度浦幌町一般会計補正予算について、

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

 平成26年９月１日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 平成26年６月23日、浦幌町長。 

 記、平成26年度浦幌町一般会計補正予算、別紙のとおり。 

 なお、専決処分につきましては、平成26年６月23日となってございます。 

別紙の補正予算書をごらんおき願います。 

 平成26年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成26年度浦幌町の一般会計補正予算（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に歳入歳出それぞれ70万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ59億8,809万5,000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。 

 本補正の内容につきましては、豊北会館の屋根修繕に対応したものでございます。 

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をさせていただきます。 

 次のページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括につきましても省略をさせてい

ただきます。 

 次のページをごらんおき願います。２、歳入、17款繰入金、２項１目基金繰入金70万円

を追加し、7,955万8,000円は、財政調整基金からの繰入金でございます。 

 ３、歳出、２款総務費、１項総務管理費、13目諸費70万円を追加し、4,416万2,000円は、

説明資料12ページに記載のとおり、豊北会館の屋根修繕に対応したものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご承認賜りますよう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。 

 これより承認第６号を採決いたします。 

 本件を承認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、承認第６号は承認することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１０ 承認第７号 

〇田村議長 日程第10、承認第７号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、平成26年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算

について、次のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求める。 

 平成26年９月１日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 平成26年６月23日、浦幌町長。 

 記、平成26年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算、別紙のとおり。 

 次のページの補正予算書をごらん願います。議案説明資料につきましては、13ページを

ごらん願います。 

 平成26年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算。 

 平成26年度浦幌町の公共下水道特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ39万5,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ３億7,672万8,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

次のページをお開き願います。 

 第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 次のページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括も省略させていただきます。 

 次のページをお開き願います。２、歳入、２款使用料及び手数料、１項使用料、１目公
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共下水道使用料39万5,000円を追加し、6,813万4,000円。公共下水道使用料現年度分の追加

でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、２項施設管理費、２目処理場管理費39万5,000円を追加し、3,174万

7,000円。18節備品購入費39万5,000円の追加につきましては、説明資料に記載のとおり、

低温恒温装置が老朽化により使用不能となりましたので、新たに購入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。ご承認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。 

 これより承認第７号を採決いたします。 

 本件を承認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、承認第７号は承認することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１１ 議案第４９号 

〇田村議長 日程第11、議案第49号 浦幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の制定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49号 浦幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定について。 

 浦幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように定め

る。 

 平成26年９月１日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例。 

 本条例の制定の説明は、条文の朗読を省略させていただき、説明資料に基づき説明させ

ていただきます。説明資料14ページ、15ページをごらん願います。浦幌町家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準を定める条例説明資料。 

 １、制定の趣旨でございますが、平成27年４月に施行が予定されている子ども・子育て

支援新制度において、保育所待機児童の解消等を図るため「家庭的保育事業」、「小規模保
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育事業」、保育が必要な者に家庭で保育を行う「居宅訪問型保育事業」、事業所内保育所を

自社労働者の子どものほか、地域の子どもに開放した「事業所内保育事業」が創設され、

この家庭的保育事業等を国、都道府県及び市町村以外の者が行う場合は、市町村長の認可

を得なければなりません。これに伴い児童福祉法第34条の16の規定により市町村は家庭的

保育事業等の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならないとされているた

め、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」について条例を制定するものでござ

います。 

２の条例の内容でございますが、国が示した「家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準（平成26年厚生労働省令第61号）」により制定するものです。なお、このたびの条例

提案は、国の示した基準と同様となっております。条例の条文構成については、章立ては

５章から成り、第１条から第48条までの本則と第１項から第５項の附則で構成しています。

主な条例の内容につきましては、第１章は総則を定め、第１条から第21条に制定の趣旨、

最低基準の目的、家庭的保育事業者等の一般原則について規定しています。第２章は家庭

的保育事業を定め、第22条から第26条に、保護者の労働または疾病等の事由により家庭に

おいて必要な保育を受けることが困難である乳児または幼児であって原則満３歳未満の者

について、家庭的保育者の居宅その他の場所において、家庭的保育者による保育を行う事

業（利用定員５人以下であるものに限る）の設備の基準、職員、保育時間及び保育内容、

保護者との連絡について規定しています。第３章は４節により構成され、小規模保育事業

のＡ型、Ｂ型、Ｃ型を定め、第28条から第36条に、保育を必要とする乳児または幼児であ

って原則満３歳未満の者について、保育することを目的とする施設において、保育を行う

事業（Ａ・Ｂ型は利用定員６名から19名、Ｃ型は利用定員６名から10名）の設備の基準、

職員等について規定しています。第４章は居宅訪問型保育事業を定め、第37条から第41条

に、障害、疾病等により集団保育が著しく困難であると認められる乳児または幼児等であ

って原則満３歳未満の者について、当該保育を必要とする乳児または幼児の居宅において

家庭的保育者による保育を行う事業の設備等、職員等について規定しています。第５章は

事業所内保育事業を定め、第42条から第48条に、事業主がその雇用する労働者の監護する

乳児もしくは幼児及び地域の保育を必要とする乳児または幼児の保育を実施する施設にお

いて、保育を行う事業（小規模型19名以下、保育所型20名以上）の設備の基準、職員等に

ついて規定しています。 

説明資料15ページには、ただいまご説明いたしました家庭的保育事業、小規模保育事業

のＡ、Ｂ、Ｃ型、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の四つの家庭的保育事業等の類

型区分を一覧にいたしまして、内容、施設の面積、利用定員の概要を記載しております。 

３の施行期日でございますが、この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に

伴う関係法律の整備等に関する法律（平成24年法律第67号）の施行の日から施行するもの

でございます。 
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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49号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 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５０号 

〇田村議長 日程第12、議案第50号 浦幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の制定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50号 浦幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の制定について。 

 浦幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を

次のように定める。 

 平成26年９月１日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例。 

 本条例の制定の説明は、条文の朗読を省略させていただき、説明資料に基づき説明させ

ていただきます。説明資料16ページをごらん願います。浦幌町特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例説明資料。 

１の制定の趣旨でございますが、平成27年４月の施行が予定されている子ども・子育て

支援新制度では、新しく創設された施設型給付及び地域型保育給付制度の対象施設として、

市町村の確認を受けた特定教育・保育施設（認定子ども園、幼稚園、保育所）や特定地域

型保育事業（家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業）

において、子どもが教育、保育を受けた場合、保護者が特定教育・保育施設に支払うべき

額を限度として、施設型給付費や地域型保育給付費として施設が受け取ることができるこ

ととされました。これに伴い特定教育・保育施設の設置者や特定地域型保育事業者につい

ては、子ども・子育て支援法第34条第３項及び第46条第３項の規定により、市町村が定め
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た運営に関する基準を満たす必要があることから「特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準」について条例を制定するものでございます。 

２の条例の内容でございますが、国が示した「特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準（平成26年内閣府令第39号）」により制定するものでございます。

なお、このたびの条例提案は、国の示した基準と同様となっております。条例の条文構成

については、章立ては３章から成り、第１条から第52条までの本則と第１項から第７項の

附則で構成しています。主な条例の内容につきましては、第１章は総則を定め、第１条か

ら第３条に制定の趣旨、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者等の一般原則につ

いて規定しています。第２章は３節により構成され、特定教育・保育施設の運営に関する

基準を定め、第４条から第36条に、特定教育・保育施設（認定子ども園、幼稚園、保育所）

に係る利用定員に関する基準、運営に関する基準及び特例施設型給付費に関する基準につ

いて規定しています。第３章は３節により構成され、特定地域型保育事業者の運営に関す

る基準を定め、第37条から第52条に、特定地域型保育事業（家庭的保育事業、小規模保育

事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業）に係る利用定員に関する基準、運営に関

する基準及び特例地域型保育給付費に関する基準について規定しています。 

３の施行期日でございますが、この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行

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50号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 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５１号 

〇田村議長 日程第13、議案第51号 浦幌町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の制定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51号 浦幌町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す
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る基準を定める条例の制定について。 

 浦幌町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように

定める。 

 平成26年９月１日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例。 

 本条例の制定の説明は、条文の朗読を省略させていただき、説明資料に基づき説明させ

ていただきます。説明資料17ページをごらん願います。浦幌町放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例説明資料。 

 １の制定の趣旨でございますが、平成27年４月に施行が予定されている子ども・子育て

支援新制度では、放課後児童健全育成事業が子ども・子育て支援事業として「子ども・子

育て支援法」に位置づけられ、国、都道府県、市町村以外の者が放課後児童健全育成事業

を行う場合は厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出なければなりません。これに

伴い児童福祉法第34条の８の２の規定により市町村は放課後児童健全育成事業の設備及び

運営について、条例で基準を定めなければならないこととされているため、「放課後児童健

全育成事業の設備及び運営に関する基準」について条例を制定するものでございます。 

２の条例の内容でございますが、国が示した「放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準（平成26年厚生労働省令第63号）」により規定するものです。条例の条文構成

については、第１条から第21条までの本則と第１項から第２項の附則で構成しています。

第１条、第２条は、制定の趣旨、条例において使用する用語の定義について規定していま

す。第３条、第４条は、設備及び運営の最低基準の向上と放課後児童健全育成事業者につ

いて規定しています。第５条は、放課後児童健全育成事業の一般原則について規定してい

ます。第６条から第17条は、放課後児童健全育成事業における設備の基準、職員の基準、

運営規程等に関する基準について規定しています。第18条は、事業所の開所時間及び日数

を規定しています。国の開所日数の基準は「１年につき250日以上を原則」としていますが、

開所日数については国の基準を参酌すべき基準とすることができるため、浦幌町が実施し

ている学童保育所の年間開所日数はおおむね235日以上でありますことから、浦幌町の実情

を鑑み開所日数を「１年につき235日以上を原則」と規定いたしました。なお、開所日数の

１年につき235日以上の算出内容でございますが、学童保育所の休所日については浦幌町立

学童保育所の設備及び管理等に関する条例施行規則において規定しており、休日日の内容

は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律第２条に規定する祝日、４月１日から２日、

８月13日から16日、12月30日から１月５日及び３月31日と規定していますことから、これ

らの休所日を除くと開所日はおおむね235日となります。第19条から第21条は、保護者との

連絡、関係機関との連携、事故発生時の対応について規定しています。 

３の施行期日でございますが、この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に
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伴う関係法律の整備等に関する法律（平成24年法律第67号）の施行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 確認をしたいことがありますので、お伺いします。 

説明資料17ページで説明をさせていただきますが、まず国の基準が250日、浦幌町は実情

を鑑み、開所日数を235日以上を原則ということになっています。まず、この15日間の違い

はどこで出ているのか。 

それから、もう一点は、学童保育所休所日、第18条の米印の部分で（３）にあります４

月１日から２日まで、これ休みますよね。ということは３日からは開所するという意味で

すね。ここのところで確認をしたいのは、新入学児童、学童として対象になっているのか

どうか。入学日が７日なり８日なりですよね。大抵。新入学児童がここで学童として対象

になっているのかどうかということを確認をしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 まず、国の250日と、それから浦幌町が規定しました235日以上の違

いというような内容でございますが、国の250日という内容につきましては、国のほうは日

曜日、それから国民の祝日に……、失礼しました。大変申しわけありませんでした。国の

基準につきましては、日曜日、それから国民の祝日に関する法律に規定する祝日等を除い

た休日、それを控除しまして250日というような内容で規定しておりますが、浦幌町につき

ましては、それにつきまして235日というのは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律

に規定する祝日、それから４月１日から２日、８月13から16、12月30日から１月５日及び

３月31日というような休所日を控除した日を開所日としているというような内容でござい

まして、主な違いといいますのは、説明資料に書いてある（３）番になります。４月１日

から２日、８月13から16日、12月30日から１月５日及び３月31日というようなところの浦

幌町が独自に休日日というふうな形で定めた部分について、そこで国のほうと違いが出て

きているというような内容でございます。 

 それから、新入学児についての対象というようなことでございますが、新入学児につき

ましては、４月１日からというような内容でございません。入学式を基準に合わせて、新

入学児につきましては学童保育所の入所というような形になっております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 ただいま15日間の違い載っているのですけれども、今の説明では日数的に合

わないかなというふうに思うのですが、多少基準が違うのだということで、そこのところ

はそのことでいいですが、あとの件です。新入学児童が対象になるかどうかということで、
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今の説明ですと入学時以降ということですね。 

それで、私が問題にしたいのは、これは浦幌だけの問題でないようです。新入学児童が

入学日まで学童保育が対応されていない。もちろん保育所は卒園してしまっていますから

受け入れてもらえない。３月の31日までは大抵のところは預かってくれるようですが、そ

れは保育所として対応している。次は、４月１日からは学童としての対応なのだけれども、

入学までは扱ってもらえない。 

何が起きるかというと、共稼ぎ家庭、これは保育所、学童保育は働いている人たちが預

けるのですから、共稼ぎ家庭なのです。そうしたら、上のお兄ちゃん、お姉ちゃん、兄弟

が留守番ができる年齢になっていなかったら、お兄ちゃん、お姉ちゃんは学童へ行けるの

です。浦幌でも３日から行けるのです。ところが、新入学児童は預かってもらえないとす

れば、その子どもは家に残さなければならないので、親が休むか、祖父母に留守番に来て

もらうか、これが実態なのです。そういうことが起きています。浦幌だけでないです。 

この辺の問題を、浦幌だけでないといっても全国調べたわけでないですから、対応して

いるところがあるかもしれない。大抵は、入学しなかったら学童保育は対応しませんよ。

ならし保育とかいろんなことがあると思います。ですが、実態として困っている親がいる

ということを知っていただきながら、この辺の検討をしていくことができないのか伺いた

いと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 新入学児につきましては、学童保育所の運営につきまして、これか

ら子ども・子育て支援計画という計画を今年度つくりまして、27年から５年間の計画をス

タートさせるというような内容でございます。その中では、放課後児童健全育成事業とい

う中身の中での事業も織り込んでいかなければならないというようなものがございますの

で、今年度子ども・子育て支援計画を策定する中で、ただいま杉江議員が言われた内容等

につきまして検討しながら、浦幌町の放課後学童事業について、よりよい事業として推進

できるような体制づくりをしていきたいなと考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに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51号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 
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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、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時０７分  休憩 

午前１１時１９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ます。 

 

    ◎日程第１４ 議案第５２号 

〇田村議長 日程第14、議案第52号 浦幌町町有住宅使用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。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 議案第52号 浦幌町町有住宅使用管理条例の一部改正について。 

 浦幌町町有住宅使用管理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９月１日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開きください。浦幌町町有住宅使用管理条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町町有住宅使用管理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18ページをごらん願います。浦幌町町有住宅使用管理条例の一部を改正する条

例説明資料。 

１、改正の趣旨でございますが、現在12棟21戸あります浦幌小学校の教員住宅につきま

して、今後の児童数の推移から教員定数は平成26年度の17人が上限となるため、余剰とな

る１棟２戸を用途廃止するものでございます。なお、用途廃止後は、住宅内部及び給水・

給湯設備等の改修を行いまして、移住体験住宅として管理運営を行うものでございます。 

 ２、改正の内容でございますが、別表２の教員住宅のうち、万年にございます昭和57年

度建設の浦幌小学校の木造平屋建て１棟２戸を削除するものでございます。 

 ３、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） 
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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52号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１５ 議案第５３号 

〇田村議長 日程第15、議案第53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53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

に変更する。 

 平成26年９月１日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。本変更規約の内容につきましては、説明資料19ページを

あわせてご説明させていただきますので、19ページをお開き願います。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（根室）の項中「中標津町外２町葬斎組合」を「中標津町外２町葬斎組合 根室北

部廃棄物処理広域連合」に改める。 

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。 

説明資料19ページにございますとおり、根室北部廃棄物処理広域連合が新たに加入する

ことに伴い、本規約の変更についての本案を提出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） 
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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53号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１６ 議案第５４号 

〇田村議長 日程第16、議案第54号 平成26年度浦幌町一般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。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 議案第54号 平成26年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成26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３億492万9,000円を追加し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ62億9,302万4,000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。 

 （債務負担行為） 

 第２条 債務負担行為の追加は「第２表 債務負担行為補正」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26年９月１日提出、浦幌町長。 

 次のページの第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。 

 ５ページをお開き願います。第２表、債務負担行為補正、追加でございます。事項、総

合行政システム端末機器借上料、期間、平成26年度から平成31年度の５カ年の内容であり

ます。限度額583万2,000円。このことにつきましては、公会計等システム用の端末機械の

内容であります。 

第３表、地方債補正、変更でございます。起債の目的、緊急防災・減災事業、補正前40万

円、厚内地区避難所等整備事業、補正前ゼロ円でございます。このことにつきましては、

補正後、緊急防災・減災事業5,300万円を限度額とし、厚内地区避難所等整備事業は5,260万

円となるもので、5,260万円の追加増の内容であります。この内容につきましては、厚内地

区避難所等整備事業におきます工法変更に伴います補正で、説明資料29ページから30ペー

ジにかけて記載の内容となっているものでございます。後ほど補正にかかわっての説明と

させていただきます。臨時財政対策債、限度額１億9,000万円、補正後の限度額におきまし
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ては２億792万8,000円で1,792万8,000円の増となるもので、交付税の決定に伴う内容とな

るものでございます。補正前の限度額合計６億5,300万円に対しまして補正後７億2,352万

8,000円となるもので、記載の方法、利率、償還の方法につきましては、いずれも補正前に

同じでございます。 

次、６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の総括につきまし

ては省略をさせていただきます。 

 ８ページをごらんおき願います。また、説明資料につきましては、一般会計補正予算説

明資料として20ページからとなってございますので、20ページを最初にお開き願いたいと

思います。２、歳入、８款１項１目地方特例交付金42万2,000円を追加し、87万2,000円、

９款１項１目地方交付税5,928万6,000円を減額し、33億1,571万4,000円、13款国庫支出金、

２項国庫補助金、４目総務費国庫補助金66万3,000円を追加し、635万7,000円は、説明資料

20ページから21ページにかけて記載のとおり、マイナンバー制度対応に係る中間サーバー

整備負担金の財源となるものでございます。 

14款道支出金、２項道補助金、１目総務費道補助金390万円を追加し、616万1,000円は、

説明資料22ページから23ページに記載のとおり、移住体験住宅供用にかかわります住宅改

修等費用の財源でございます。 

５目農林水産業費道補助金126万3,000円を追加し、4,411万3,000円は、説明資料25ペー

ジのとおり、農地台帳システム改修にかかわります財源でございます。 

３項委託金、１目総務費委託金392万7,000円を追加し、1,271万9,000円は、説明資料23ペ

ージのとおり、旧オベトン川環境整備工事支障物件移設補償委託金でございます。 

３目農林水産業費委託金56万2,000円を追加し、1,583万9,000円は、説明資料25ページに

おきます農業者年金業務委託金の確定及び26ページに記載のとおり、中山間地域等直接支

払交付金の追加によるものでございます。 

16款１項寄附金、２目指定寄附金4,200万円を追加し、8,425万1,000円は、説明資料21ペ

ージから22ページにかけて記載のとおり、ふるさとづくり寄附金増に伴うものでございま

す。 

17款繰入金、１項他会計繰入金、１目後期高齢者医療特別会計繰入金28万5,000円を追加

し、28万6,000円は、説明資料37ページの後期高齢者医療特別会計からの繰入金でございま

す。 

２目介護保険特別会計繰入金275万1,000円を追加し、275万2,000円は、説明資料38ペー

ジの介護保険特別会計からの繰入金の内容でございます。 

２項１目基金繰入金965万5,000円を追加し、8,921万3,000円は、財政調整基金繰入金で

ございます。 

18款１項１目繰越金２億2,815万9,000円を追加し、２億2,915万9,000円は、前年度から

の繰越金でございます。 

19款諸収入、４項受託事業収入、３目農業費受託事業収入10万円を追加し、10万円。新
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たな目を追加するもので、説明資料26ページに記載のとおり、農地中間管理事業受託業務

事務委託金の内容でございます。 

次のページをお開き願います。20款１項町債、１目総務債1,792万8,000円を追加し、２

億3,532万8,000円は、臨時財政対策債でございます。 

６目消防債5,260万円を追加し、9,570万円は、説明資料29ページから30ページに記載の

とおり、浜厚内避難場所及び避難道路造成事業におきます工法変更に伴います工事費にか

かわります起債措置でございます。このことにつきましては、平成25年度予算事業の繰り

越し事業と相まった内容となってございます。 

３、歳出、２款総務費、１項総務管理費、２目情報化推進管理費１億3,723万9,000円を

追加し、２億3,428万1,000円は、説明資料20ページから21ページに記載のとおり、マイナ

ンバー制度対応にかかわります中間整備負担金、19節でございます負担金、補助及び交付

金66万3,000円のものと、12節役務費から18節備品購入費にかけましては、情報システムク

ラウド化に向けた初期対応費用となってございます。なお、マイナンバー制度にかかわり

ます整備負担金につきましては、補正額の財源内訳のとおり、66万3,000円全額が国庫支出

金となってございます。 

３目文書広報費５万1,000円を追加し、845万9,000円は、説明資料41ページに記載のとお

り、広報編集用ソフトウエア更新に伴うものでございます。 

６目財政調整等基金費4,200万円を追加し、8,765万8,000円は、説明資料21ページから

22ページにかけてのとおり、ふるさとづくり寄附増に伴います積立金の追加でございます。 

７目企画費5,088万2,000円を追加し、１億4,815万1,000円は、説明資料21から23ページ

にかけて記載のとおり、ふるさとづくり寄附に伴うもの、洋野町との友好の町絆協定に伴

うもの、また移住体験住宅建設、光伝送路設備等移設、地域コミュニティ推進にかかわる

町の補助金交付事業、笑顔輝く地域づくり支援事業にかかわります経費でございまして、

８節報償費及び９節旅費につきましては、友好の町絆協定事業にかかわる費用、次の12ペ

ージをお開き願います。11節需用費につきましては、消耗品費においては、ふるさとづく

り寄附の事務費、印刷費、製本費におきましては、ふるさとづくり事業に伴います事務費

６万5,000円と移住体験事業に伴います事務費24万2,000円の内訳となってございます。ま

た、食糧費につきましては、友好の町絆協定事業にかかわります費用でございます。12節

役務費につきましては、ふるさとづくり寄附にかかわります事務費、13節委託料につきま

しては、光伝送路設備移設に伴います委託料、14節使用料及び賃借料につきましては、友

好の町絆協定事業にかかわります自動車借上料、15節工事請負費につきましては、移住体

験住宅建築費として800万、光伝送路設備等移設工事費として250万円の内訳となってござ

います。18節備品購入費につきましては、移住体験事業にかかわります事業費、19節負担

金、補助及び交付金につきましては、地域づくり支援事業としての笑顔輝く地域づくり支

援事業の補助金の増でございます。 

12目職員厚生費５万円を追加し、771万2,000円は、職員研修におきますコンプラアンス
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研修の追加でございます。 

13目諸費200万円を追加し、4,616万2,000円は、説明資料23ページに記載のとおり、旧オ

ベトン川支障物件移設にかかわります委託料でございます。 

３項１目戸籍住民登録費744万1,000円を追加し、2,463万8,000円は、説明資料24ページ

のとおり、戸籍情報システムにおきます新機能追加にかかわります費用でございます。 

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費821万円を減額し、３億6,013万9,000円

は、説明資料34ページの国民健康保険事業特別会計への繰出金の更正減でございます。 

３項老人福祉費、３目老人ホーム費17万6,000円を追加し、１億9,194万9,000円は、説明

資料24ページの老人ホーム内の暖房関係及び調理設備関係器具の修繕に対応するものでご

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1,741万5,000円を減額し、１億8,897万

6,000円は、説明資料24ページの臨時職員賃金の更正減及び同じく説明資料39ページの簡易

水道特別会計への繰出金の更正減でございます。 

２目予防費135万7,000円を追加し、1,507万9,000円は、説明資料50ページに記載のとお

り、新規事業としてのものでございます。今般新たに新規事業としての政策等の調書をご

提案申し上げますので、その関係についてもご説明させていただきます。説明資料最終ペ

ージ50ページをごらんおき願います。事業名、高齢者肺炎球菌感染症予防接種、内容につ

きましては、平成26年度の対応として定期接種者対象者に対する定期接種の内容でござい

ます。平成26年度は経過措置として、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳の者、

100歳以上の者、また60歳から65歳未満の基礎疾患を有する者が対象となるものでございま

す。また、過去に23価肺炎球菌ワクチンを任意接種した者については対象外となるもので

ございます。このことにつきましては平成30年度までの経過措置という内容がございまし

て、31年度からは65歳の者が対象となるものでございます。このことにつきましては、１

の政策等の発生源に記載のとおり、予防接種法の一部が改正され、65歳を対象とした高齢

者の肺炎球菌感染症予防接種が定期予防接種に追加され、10月１日より施行されるため対

応するものでございます。なお、委託料として１接種当たり8,000円でございますけれども、

町負担が6,000円として、個人負担が2,000円となるものでございます。科目の内容につき

ましては、ご参照のとおり、12節役務費３万7,000円、13節委託料132万円、予防接種委託

料の内容となるものでございます。 

13ページの補正予算書に戻りまして、６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会

費167万8,000円を追加し、3,699万9,000円は、説明資料25ページに記載のとおり、農業委

員改選に伴う委員報酬の追加、農地台帳システム改修、農業委員会研修にかかわります参

加負担金の追加、農業者年金業務委託事業の確定に伴います内容であります。なお、１節

報酬につきましては、農業委員の報酬の追加、７節賃金から11節需用費につきましては、

農業者年金業務にかかわります事務費の内容であります。次の14ページをお開き願います。

13節委託料につきましては、農地台帳システムの改修事業、また19節負担金、補助及び交
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付金につきましては、研修、会議等にかかわります参加負担金の増でございます。 

３目農業振興費37万5,000円を追加し、5,068万9,000円は、説明資料26ページの農地中間

管理事業受託業務事業及び中山間地域等直接支払交付金に伴います追加でございます。な

お、７節賃金、11節需用費につきましては、農地中間管理事業受託業務の事務費、19節負

担金、補助及び交付金につきましては、中山間地域等直接支払交付金の増でございます。 

２項林業費、１目林業総務費114万円を追加し、1,848万6,000円は、説明資料26ページか

ら27ページにかけて記載のとおり、有害鳥獣駆除奨励金の追加でございます。 

２目林業振興費21万円を追加し、1,896万5,000円は、説明資料27ページの北海道の森林

計画業務処理システムのクラウド化移行に伴います情報機器購入にかかわります内容でご

ざいます。 

３款水産業費、２目水産業振興費38万円を追加し、1,435万8,000円は、説明資料27ペー

ジから28ページにかけて記載のとおり、浜の活力再生プラン策定及び種苗中間育成事業に

かかわります補助金の内容でございます。 

８款土木費、２項道路橋梁費、３目道路建設補助事業費750万円を追加し、２億8,927万

8,000円は、説明資料28から29ページにかけて記載のとおり、平成27年度新規事業にかかわ

ります調査測量設計委託業務の追加でございます。なお、事業の施行予定位置図につきま

しては、説明資料40ページから41ページにかけて図式化をしてございますので、ごらんお

きを願いたいと思います。 

５項住宅費、１目住宅管理費22万8,000円を追加し、5,527万5,000円、２目公営住宅建築

費153万円を追加し、２億252万5,000円は、いずれの目も、説明資料29ページのとおり、町

営住宅におきます移転件数増加に対応するものでございます。 

９款１項消防費、４目災害対策費5,260万円を追加し、6,367万5,000円は、説明資料29ペ

ージから30ページにかけて記載のとおり、平成25年度予算を繰り越して施行している浜厚

内避難場所及び避難道路造成工事におきまして工法変更及び国の労務単価改定に伴います

工事請負費の追加に対応するものでございます。なお、補正額の財源内訳の中の地方債に

つきましては、先ほどご説明させていただきました第３表、地方債補正、緊急防災・減災

事業債を全額充てる内容となっているものでございます。 

10款教育費、２項小学校費、１目学校管理費18万9,000円を追加し、8,205万2,000円は、

説明資料30ページのとおり、学校教育用及び校務用コンピュータにおける機能追加に伴い

ます補正増でございます。 

次に、16ページをごらんおき願います。３項中学校費、１目学校管理費４万6,000円を追

加し、5,475万1,000円は、説明資料30ページのとおり、学校校務用コンピュータにおける

機能追加に伴います追加の増でございます。 

３目特別支援教育振興費25万2,000円を追加し、161万5,000円は、説明資料同じく30ペー

ジのとおり、特別支援教育支援員嘱託報酬の追加でございます。 

４目スクールバス管理費84万円を追加し、6,162万円は、スクールバス運行業務委託の確
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定及び道路運送法改正によります校外活動にかかわるスクールバス運行業務委託の追加で

ございます。 

５項社会教育費、２目公民館運営費95万円を追加し、3,561万6,000円は、説明資料31ペ

ージのとおり、厚内公民館放送設備の修繕に対応するものでございます。 

11款災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧費、１目公共土木施設災害応急費1,500万円

を追加し、1,521万5,000円、２項農林水産施設災害復旧費、１目農業施設災害応急費400万

円を追加し、424万5,000円は、いずれの項目につきましても、説明資料31から32ページに

かけて記載のとおり、台風11号による大雨の影響によります公共土木及び農業施設の災害

応急にかかわります内容であります。なお、追加補正資料といたしまして、災害対応箇所

の位置図を、公共土木施設災害につきましては43ページから45ページ、農業施設災害につ

きましては46ページから49ページにかけてそれぞれ図式化をしてございますので、ごらん

おきを願いたいと思います。 

13款諸支出金、１項１目過年度支出金244万円を追加し、246万円は、説明資料32ページ

から33ページにかけて記載のとおり、平成25年度国及び道の障害者福祉費負担金の額の確

定に伴います補正でございます。 

以上で説明を終わらせていただきますので、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。 

 12番、野村議員。 

〇野村議員 １点お伺いしたいと思います。 

 これでいくといろんなところにかかわってくる財調の収入、また指定寄附、そして企画

費の中の歳出もかかわってくると思うのですけれども、一番簡単なのは、説明資料の21ペ

ージの企画費で質問したほうがわかりやすいのかと思いますけれども、これもすばらしい

寄附、これは全国的にいろんな地方に応援という形でどんどんと寄附がふえております。

また、中においては、そのまちのアピールのためにびっくりするぐらいのお礼を出してい

るところでございまして、我がまちもお伺いすると非常に好評であるということと、詳し

く中を聞きますと、その中でも今マスコミの時代取り上げまして、ある程度の産品をネッ

トで出すと、それを欲しくてというか、ある程度のお礼を見込んだ形の寄附が一気にふえ

るという形で、我がまちも一つの商品が非常に売れているというか、好評だというふうに

聞いています。 

 そこで、お伺いしたいのは、このような形のお礼という形、当然寄附していただくので

すから、やることはやぶさかでないのですけれども、これのお礼の特産品の選定をどのよ

うな形で、またサイクル的に１回指定したらそのままずっといくのかどうかということと、

それでご存じのとおり、浦幌町特産協議会というのが立ち上がりまして、浦幌町の特に１

次産業、２次産業のいろんな物品を浦幌町の特産推奨品にしようという形で何種類か決め

られたと思うのですけれども、そういうことの選択も今後視野に入れられるのかというこ

とをまず第１点お伺いしたいのと、あとここで当然歳入は全部指定寄附から財調に入れま
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すけれども、内容を見ますと、はっきり言いますと、お礼と、あといろんな手数料を入れ

たら、概算ですけれども、７割方は結局は記念品といろんな郵送料その他でかかるのです。

実質町としては３割、浦幌町のまちのアピールだとか、特産の発送だとか、ひいては我が

まちの活性化のための移住、定住まで大きくつながるのかと思いますけれども、内容的に

見ると、貸借を見ると今言った数字だと思うのです。今後これをどのような形で持ってい

くのか。そして、もう一点お伺いしたいのは、私も勉強不足で定かではないのですけれど

も、指定寄附だとか、こういう町税にかかわるものがどんどんふえれば、国からの交付金、

その辺の絡みとは何かリンクするのかどうか、その辺もあわせてお伺いしたいのですけれ

ども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 お答えいたします。３点ご質問があったと思いますけれども、

まず１点目からご説明いたします。 

 最近テレビ、新聞、雑誌等でふるさと寄附につきまして非常にＰＲされておりまして、

その経過といいますか、結果でございますけれども、それによりまして本町におけるふる

さと寄附につきましても非常に人気があるところでございます。その結果、今現在、昨年

実績で4,800件ほどの寄附件数がございましたけれども、本年度は一月で1,000件、このま

まいきますと１万三、四千件ぐらいいく状況になっております。そういう意味では、地元

の産品が地方に回って経済効果もございますし、それから浦幌町という名前が全国各地に

おきまして知れ渡っているとは思うのですけれども、どのぐらいの知名度が残っているか

わからないところでございます。 

 それで、今後産品についてこのままいくのか、それから産品についてどのように今後取

り扱っていくのかというのが１点目だと思いますけれども、昨年景品につきましては中身

を若干変更いたしまして、この変更につきましては、町内に公募をかけまして、ふるさと

寄附に対する景品を希望される方ということで公募をかけまして、品物について決定して

いるところであります。中身、内情としては、いま一つ反応がなかったのですけれども、

とりあえず従来も多少変更いたしまして、昨年１度変更しております。 

本年度非常に申し込みが多いということで、景品についても年に１回というよりは、２

点目の問題にもかかわってくると思いますけれども、5,000円の口で４種類の景品があるの

ですけれども、5,000円の口しかないというようなこともございますので、先ほど２点目で

おっしゃっていらっしゃいました、かかる経費が非常に大きいのではないかというお話も

ございましたけれども、5,000円だけではなくて、5,000円の上の例えば１万円とか１万

5,000円とか２万円とか、そういう金額でも多種多様の景品を本町におきましても考えてい

かなければならないというふうに思っております。それを具体的にいつからやるかという

ことはまだ決まっておりませんけれども、そういうことは考えております。 

 それから、３点目の国からの交付金が何か影響するのではないかというご心配だと思い
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ますけれども、ふるさと寄附がふえることによりまして、本町におきましてはものの販売

と、それから寄附金がいただけるということで、いただくほうは影響というのはマイナス

要因というのは余りないのですけれども、それを納める方が住んでいる市町村におきまし

ては、減税といいますか、税が軽減されますので、非常に寄附をされる方が多い市町村は、

そういう意味では影響が多少あるのではないかというふうに考えております。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 よくわかりました。問題は、我がまちをアピールするためにこの手段を使う

のか、税金としてがぼっといただくのかというスタンスの違いだと思うのですけれども、

今お伺いすると、我がまちのアピール、また特産の販売、そしてそれにおける地元の経済

効果、すばらしいところだと思いますので、今言われたとおり、どんどん高額な、商品で

なくてお礼ですよね。お礼品というのをもっと開発して我がまちをアピールしていただき

たいと思うのですけれども、そこで最後にもう一点だけ、先ほどお伺いした浦幌町特産推

進協議会ですか、ある程度品物を限定した。 

先ほどいろんな形で公募しながらお礼の品物をセッティングしているということですけ

れども、せっかくできた協議会です。そして、せっかく浦幌を、これはたしか生産物から

最後の完成までは地元特産ということが規定されて、そして生産者の最終責任まで負わせ

た形での特産品指定だと私は認識しているのですけれども、そういうのを優先的だとか、

金額の設定もいろいろあるのでなかなか難しいところはありますけれども、何かそういう

ベースはこれだよという、そういう基準的なものを行う考え方はないのかなと思うのです

けれども、その辺についてはどうお考えですか。それだけお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 商工会で決めております推奨品につきましては、町のほうも

当然承知しております。昨年も品物を選定する際に商工会のほうでの出品を期待していた

ところですけれども、昨年はなくて、ただ取り扱って、そういう推奨品があるということ

は当然知っておりまして、それを有効に活用したいという考え方は当然持っております。 

本町では、ユーエムさんのほうで町内の製品につきましては取り扱うというふうに聞い

ておりますので、ユーエムさんのほうに自社製品以外のものもパックにできないかという

ことを今相談しているところでございまして、せっかく推奨品が決まったわけですから、

それらを有効に活用していきたいというふうには考えております。 

ただ、品物が、数がある程度限定されている要素もありますので、そういう意味ではち

ょっとどうかなということの心配もあるのですけれども、たくさん希望者がふえるという

ことになれば、製造もふえていくのであれば、大変好ましいことだというふうに考えてお

ります。 

〇田村議長 ほかに質疑はありませんか。 

 ３番、安藤議員。 
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〇安藤議員 ちょっとお聞きしたいのですが、林業総務費の中の報償費なのですが、有害

鳥獣の現在の捕獲数、それをお聞きしたいと思います。 

それともう一つ、スクールバス管理費なのですが、今回道路運送法の改正によって追加

補正するということになっておりますが、入札行為を行ったスクールバスの運転委託業務、

これは今更正減ということでここに書いておりますけれども、これもそうですし、あと患

者輸送バスについても入札行為をしているということで、契約条項の中で、もしこういう

単価改正があったときにはスライドするというか、契約変更するというか、そういうもの

があるのかどうかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 まず、１点目の有害鳥獣に係る実績ということでございますが、まず最

初に説明させていただきますが、有害駆除の捕獲期間がございまして、エゾシカでありま

すと、１許可するに当たりまして４月１日から６月30日、その後が７月１日から９月30日

ということでございますので、そういう形になってございますので、今現在の実績と申し

ますのは６月30日現在というふうに捉えていただきたいというふうに考えてございます。

ただ、熊につきましては10月31日までということでございますので最新の情報になります

けれども、よろしくお願いいたします。 

 熊につきましては10頭でございます。キツネにつきましては301頭、タヌキにつきまして

は40頭、カラスにつきましては128羽、ハトにつきましては63羽、エゾシカにつきましては

534頭ということになってございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 教育次長。 

〇山本教育次長 スクールバスの関係につきましてご説明申し上げます。 

 今回補正をさせていただきましたのは、登下校に係るもので入札の執行残ということで

減額補正、それと一般貸切旅客自動車運送法の改正に伴いまして、選択制から要請になっ

たということの増額のためということで補正をさせていただいております。 

ただいま安藤議員からご質問のありました登下校にかかわります債務負担で２年間契約

している関係に関しましては、契約条項の中では単価の変更等に係るものがございますけ

れども、今回法律改正ということもございますので、現時点ではまだ詳細については伺っ

ておりません。今後北海道等の指示を仰ぎながらそういったものもあるかもしれませんけ

れども、現時点ではそういった調整という段階でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ほかに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。 
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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54号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 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 ０時００分  休憩 

午後 ０時５９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ます。 

 

    ◎日程第１７ 議案第５５号 

〇田村議長 日程第17、議案第55号 平成26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。 

〇泉町民課長 18ページをお開き願います。説明資料は34ページから36ページをごらん願

います。議案第55号 平成26年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算。 

 平成26年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ816万5,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ８億8,659万3,000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。 

 平成26年９月１日提出、浦幌町長。 

 19ページ、20ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに21ページ、22ページの歳入歳出

補正予算事項別明細書総括は省略をさせていただきます。 

 23ページをごらん願います。２、歳入、３款１項１目療養給付費等交付金587万7,000円
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を減額し、3,552万4,000円、４款１項１目前期高齢者交付金８万5,000円を減額し、１億

1,629万6,000円、いずれも交付金の確定に伴う減額補正であります。 

８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金821万円を減額し、１億201万円、

２項１目基金繰入金1,249万5,000円を減額し、1,750万5,000円、いずれも前年度繰越金の

確定に伴い減額補正をするものです。 

９款１項１目繰越金3,483万2,000円を追加し、3,983万2,000円、前年度繰越金の確定で

す。 

24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

8,000円を追加し、2,757万3,000円、２目連合会負担金２万5,000円を減額し、48万7,000円、

いずれも負担金の確定によるものです。 

３款１項１目後期高齢者支援金４万1,000円を追加し、１億108万4,000円、２目後期高齢

者関係事務費拠出金3,000円を減額し、8,000円、いずれも支援金の確定によるものです。 

４款１項１目前期高齢者納付金6,000円を追加し、６万8,000円、２目前期高齢者関係事

務費拠出金3,000円を減額し、8,000円、いずれも納付金の確定によるものです。 

25ページをごらん願います。６款１項１目介護納付金５万7,000円を減額し、5,064万

3,000円、納付金の確定によるものです。 

９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金819万8,000円を追加し、869万

8,000円、前年度補助金等精算による返還金であります。 

以上で提出議案の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、ご承認いただきますようお願いをいたします。終わります。 

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55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５６号 

〇田村議長 日程第18、議案第56号 平成26年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 
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 町民課長。 

〇泉町民課長 26ページをお開き願います。説明資料は37ページをごらん願います。議案

第56号 平成26年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算。 

 平成26年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ46万7,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ8,334万9,000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26年９月１日提出、浦幌町長。 

 27ページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに28ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書

総括は省略をさせていただきます。 

 29ページをごらん願います。２、歳入、３款１項１目繰越金46万7,000円を追加し、46万

8,000円、前年度繰越金の確定です。 

３、歳出、２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金18万2,000円を追加し、7,661万

7,000円、広域連合への納付金の追加であります。 

３款諸支出金、２項繰出金、１目一般会計繰出金28万5,000円を追加し、28万6,000円、

一般会計への繰出金であります。 

 以上で提出議案の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、ご承認いただきますようよろしくお願いをいたします。終わります。 

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56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５７号 

〇田村議長 日程第19、議案第57号 平成26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。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 30ページをお開き願います。説明資料は38ページをごらん願います。議案

第57号 平成26年度浦幌町介護保険特別会計補正予算。 

 平成26年度浦幌町の介護保険特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ533万3,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ６億8,642万2,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成26年９月１日提出、浦幌町長。 

 31ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに32ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書

総括は省略をさせていただきます。 

 33ページをごらん願います。２、歳入、３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費

負担金365万3,000円を追加し、9,779万9,000円、４款１項支払基金交付金、１目介護給付

費交付金26万2,000円を追加し、１億8,206万9,000円、２目地域支援事業交付金21万1,000円

を追加し、234万3,000円、６款繰入金、２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金1,019万

円を減額し、663万円、いずれも精算によるものです。 

７款１項１目繰越金1,139万7,000円を追加し、1,142万7,000円、前年度繰越金の確定で

す。 

34ページをごらん願います。３、歳出、６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２

目償還金258万2,000円を追加し、258万3,000円、前年度補助金等精算による返還金であり

ます。 

２項繰出金、１目他会計繰出金275万1,000円を追加し、275万2,000円、一般会計への繰

出金であります。 

 以上で提出議案の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、ご承認いただきますようお願いをいたします。終わります。 

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57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、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２０ 議案第５８号 

〇田村議長 日程第20、議案第58号 平成26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 35ページをごらん願います。あわせて説明資料39ページをお開き願いま

す。議案第58号 平成26年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算。 

 平成26年度浦幌町の簡易水道特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ270万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ４億4,467万4,000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26年９月１日提出、浦幌町長。 

 36ページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 37ページをごらん願います。第２表、地方債補正、変更、起債の目的、簡易水道事業、

補正内容につきましては、補正後で述べさせていただきます。限度額9,940万円、起債の方

法、利率、償還の方法につきましては、補正前と同じでございます。 

38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の１、総括は省略させてい

ただきます。 

39ページをごらん願います。２、歳入、４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金1,657万9,000円を減額し、１億1,837万4,000円、一般会計からの繰入金の更正減で

ございます。 

５款１項１目繰越金1,547万9,000円を追加し、1,597万9,000円、前年度繰越金の追加で

ございます。 

７款１項町債、１目簡易水道事業債380万円を追加し、9,940万円、浦幌浄水場緊急時給

水設備設置工事に係る町債の追加でございます。 

３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、２目施設管理費270万円を追加し、7,731万

1,000円。11節需用費270万円の追加につきましては、説明資料に記載の浦幌浄水場の平成

10年度設置に係る消石灰溶解槽及び送水ポンプの電動弁の施設修繕に係るものでございま

す。 
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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58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 同意第２号 

〇田村議長 日程第21、同意第２号 浦幌町教育委員会の委員の任命につき同意を求める

ことについてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 同意第２号 浦幌町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについ

て。 

浦幌町教育委員会委員松田泰一は、平成26年９月30日をもって任期満了となるので、浦

幌町教育委員会の委員に次の者を任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第４条第１項の規定により議会の同意を求める。 

 平成26年９月１日提出、浦幌町長。 

 記、氏名、松田泰一、生年月日、住所につきましては記載のとおりであります。松田氏

につきましては、平成９年より教育委員の職を務めていただき、平成17年より委員長代理、

平成23年より委員長の重責を担っていただいているところであります。平成26年９月30日

で任期満了となることから、引き続き教育委員に任命いたしたく、再任につきご提案いた

しますので、議員の皆様にはご同意いただきますようお願い申し上げます。なお、任期に

つきましては、平成26年10月１日から平成30年９月30日までであります。 

以上、提案とさせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、これより質疑、討論を省略し、同意第２号を採決

いたします。 

本件はこれに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 
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 よって、同意第２号は同意することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第２２ 同意第３号 

〇田村議長 日程第22、同意第３号 浦幌町教育委員会の委員の任命につき同意を求める

ことについてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 同意第３号 浦幌町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについ

て。 

浦幌町教育委員会委員木下容子は、平成26年９月30日をもって任期満了となるので、浦

幌町教育委員会の委員に次の者を任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第４条第１項の規定により議会の同意を求める。 

 平成26年９月１日提出、浦幌町長。 

 記、氏名、背古宗敬、生年月日、住所については記載のとおりであります。背古宗敬氏

につきましては、教育文化に対しましてなお十分な見識を有している方でありまして、教

育委員として適任と考えるものでありますので、このたび退任されます木下容子氏の後任

として背古氏を任命いたしたく議員の同意を求めるものであります。議員の皆様には、同

意をしていただきたくよろしくお願いを申し上げます。任期につきましては、平成26年10月

１日から平成30年９月30日までであります。 

なお、このたび退任されます木下容子氏は、平成14年の10月１日より３期12年にわたり

まして教育委員を務められておりまして、平成23年10月１日からは委員長代理として教育

行政に多大なご貢献をいただきました。改めて感謝とお礼を申し上げるところであります。 

以上、提案とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、これより質疑、討論を省略し、同意第３号を採決

いたします。 

本件はこれに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、同意第３号は同意することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第２３ 諮問第１号 

〇田村議長 日程第23、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて。 
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人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の

規定により、議会の意見を求める。 

 平成26年９月１日提出、浦幌町長。 

 記、氏名、出口和枝、生年月日については記載のとおりであります。現在人権擁護委員

であります出口和枝氏につきましては、平成26年12月31日をもって任期満了となりますこ

とから、出口氏は人格、識見ともに広く社会の実情に通じておられまして、人権擁護につ

いて深い理解のある方でありますことから、引き続き人権擁護委員候補として選任し、法

務大臣に推薦いたしたく議会の意見を求めるものであります。なお、人権擁護委員の任期

は３年間でありますので、よろしくお願いします。 

 以上、提案とさせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりました。 

ただいま議題となっております諮問第１号は、出口和枝氏を人権擁護委員候補者として

推薦したいと意見を求めるものであります。 

これより質疑、討論を省略し、採決いたします。 

出口和枝氏を人権擁護委員候補者として適任であるとすることについて賛成の方は起立

願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についての件は、出口和枝氏を適任で

あるとすることに決定をいたしました。 

 

    ◎休会の議決 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 お諮りをいたします。議事の都合によりあすから９月４日までの３日間休会とし、９月

５日午前10時から本会議を開くことにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、議事の都合によりあすから９月４日までの３日間休会とし、９月５日午前10時

から本会議を開くことに決定をいたしました。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 １時２３分 


