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平成２６平成２６年第４回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

平成２６年１２月１日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 ２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 報告第 ５号 専決処分の報告について 

 日程第 ８ 承認第 ８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 ９ 議案第６６号 浦幌町債権管理条例の制定について 

 日程第１０ 議案第６７号 浦幌町社会教育中期計画策定委員会設置条例の制定につい 

              て 

 日程第１１ 議案第６８号 浦幌町職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第１２ 議案第６９号 浦幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成 

              に関する条例の一部改正について 

 日程第１３ 議案第７０号 浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例の一部 

              改正について 

 日程第１４ 議案第７１号 浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関する条例 

              の一部改正について 

 日程第１５ 議案第７２号 浦幌町子ども発達支援センター設置及び管理条例の一部改 

              正について 

 日程第１６ 議案第７３号 浦幌町国民健康保険条例の一部改正について 

 日程第１７ 議案第７４号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について 

              （北栄地域会館） 

 日程第１８ 議案第７５号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について 

              （南町福祉館） 

 日程第１９ 議案第７６号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について 

              （宝町福祉館） 

 日程第２０ 議案第７７号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について 
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              （光南福祉館） 

 日程第２１ 議案第７８号 とかち広域消防事務組合の設立について 

 日程第２２ 議案第７９号 東十勝消防事務組合規約の変更について 

 日程第２３ 議案第８０号 東十勝消防事務組合の解散について 

 日程第２４ 議案第８１号 平成２６年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第２５ 議案第８２号 平成２６年度浦幌町町有林野特別会計補正予算 

 日程第２６ 議案第８３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２７ 議案第８４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２８ 議案第８５号 平成２６年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第２９ 議案第８６号 平成２６年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算 

 日程第３０ 議案第８７号 平成２６年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算 

 日程第３１ 議案第８８号 平成２６年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算 

 日程第３２ 議案第８９号 平成２６年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 日程第３３ 諮問第 ２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（１１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 

   １３番  田  村  寛  邦 

 

〇欠席議員（１名） 

   １２番  野  村  俊  博 

 

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 
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     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 

          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 
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開会 午前１０時００分 

    ◎開会の宣告 

〇田村議長 本日、12番、野村俊博議員より会議を欠席する旨の届け出を受けております

ので、ご報告をいたします。 

 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４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 これより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年第４回浦幌町議会定例会の運営について、11月25日午前、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。 

 本定例会の議案は、町長提出報告１件、承認１件、一般議案15件、平成26年度各会計補

正予算９件、諮問１件、議長提出は発委等であります。以上の内容を踏まえ、会期は本日

12月１日より12月８日までの８日間でお願いいたします。 

 次に、一般質問の通告期限は、明日２日正午までとなっておりますが、今定例会は恒例

となっております年１回の日曜議会を理事者、職員のご理解をいただき、７日日曜日午後

の一般質問を設定しておりますので、多くの議員の通告を期待するところであります。 

 また、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ておりま

す。 

 次に、本日の日程は、諸般の報告、常任委員会報告、行政報告に続き、報告第５号１件、

承認第８号１件、議案第66号から第80号まで15件、補正予算の議案第81号から89号まで９

件、諮問第２号１件の審議を予定しております。 

 以上、議員各位のご協賛よろしく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、11番、髙橋利一議員、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12月８日までの８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12月８日までの８日間と決定をいたしました。 

 

    ◎日程第４ 諸般の報告 

〇田村議長 日程第４、諸般の報告を事務局長より行わせます。 

〇前田議会事務局長 報告をいたします。 

 今期議会の説明員につきましては、平成26年11月17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10月15日から平成26年11月30日までの議長等の動静及び議員の派遣結果

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。 

 なお、監査委員から提出のあった平成26年８月分から10月分の例月出納検査報告書及び

平成26年度随時監査報告書につきましては、事前に配付しておりますので、ご了承願いま

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。 

 産業建設常任委員会、森委員長。 

〇森産業建設常任委員長 産業建設常任委員会調査報告をいたします。 

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

の規定により報告します。 

 １、調査事件、平成26年度町道等の除雪体制。 

２、調査実施期日、平成26年11月10日。 

３、調査の経過と結果につきましては、全文の朗読を省略し、要旨のみ報告させていた

だきます。本委員会は、本年度の町道等の除雪体制について、役場中会議室において資料

による説明を受けながら調査を行いました。平成26年４月１日現在の町道実延長は、１級、
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２級、その他を合わせ297.4キロメートルであります。車道除雪延長については直営、借り

上げ路線189.6キロメートル、委託路線74.4キロメートルの合計264.0キロメートルで、歩

道除雪延長は市街地区32.0キロメートル、その他の地区3.7キロメートルの合計3,537キロ

メートルであります。なお、除雪作業出動基準及び除雪機械配置計画並びに地域別除雪体

制については、以下記載のとおりとなっておりますので、ごらんおき願います。 

 除雪費は、借り上げ料、賃金、燃料費の合計で新雪除雪全車出動時費用は約180万円が見

込まれ、排雪作業はおおむね７日間とした場合、経費は同額の180万円が見込まれておりま

す。直営での町道等の管理体制については、現職員数を維持していくこととあわせ、本年

度の町道等の除雪体制について冬本番に備えて万全を期していることを確認をいたしまし

た。 

所見といたしましては、過去の除雪作業については町道等の管理状況が良好に保たれて

いることに対し評価するものですが、今後に向けては災害の避難路等も新雪除雪の優先項

目とされたい。また、除雪作業出動基準では降雪量がおおむね10センチに達する場合に出

動するとありますが、10センチ未満であっても道路状況に応じて対応するよう配慮された

い。なお、歩道除雪に当たっては、児童生徒が車道を歩行することのないように迅速な対

応を講ずるとともに、降雪期を迎え、総じて無事故で作業に当たられるよう望むものであ

ります。 

 以上、産業建設常任委員会調査報告といたします。 

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 行政報告をさせていただきます。 

 平成26年10月15日から平成26年11月30日までの町長等の動向につきましては、お手元に

配付のとおりでありますので、ごらんおきを願いたいと思います。 

 ２の建設工事入札結果につきましては、交付金事業、太平橋補修工事ほか１件でありま

す。 

 ３の委託業務入札結果につきましては、相川川西線調査測量設計委託業務ほか２件であ

ります。 

 ４のその他につきましては、福祉灯油給付事業の実施について報告をさせていただきま

す。平成24年度及び平成25年度において１年限りの措置として、高齢者や障がい者などの

低所得者の方を対象に灯油購入経費の一部を助成する緊急支援を行ったところであります

が、本年度におきましてもなお原油価格の高騰が続いており、住民生活に大きな影響を及

ぼしている状況にあります。これから冬を迎えるに当たり、12月以降の灯油価格がどのよ

うに推移するのか不透明でありますが、冬期間における暮らしに大きな打撃を受けること
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が想定されますことから、本年度につきましても昨年度に引き続き福祉灯油給付事業を実

施するため、関係予算を町議会に提案させていただいたところであります。 

 対象世帯につきましては、昨年度同様65歳以上の１人世帯、または高齢者のみの世帯、

要介護４または５に認定された要介護者と同居している世帯、身体障害者手帳１級または

２級、療育手帳、精神保健福祉手帳を所持している方と同居している世帯、ひとり親世帯

であって、平成26年度分の町民税非課税世帯とし、生活保護世帯を除く390世帯を見込んで

おります。また、支援の方法は給付券による実施で、１世帯当たり6,000円とし、給付券の

有効期間は平成27年３月31日といたしました。なお、オール電化住宅につきましては、同

額を現金給付いたします。町民の皆さんには広報等により周知を図り、本事業の適切な執

行に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上、福祉灯油給付事業の実施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５号 

〇田村議長 日程第７、報告第５号 専決処分の報告についてを議題といたします。 

 提出者からの説明を求めます。 

 副町長。 

〇門馬副町長 報告第５号 専決処分の報告について。 

 損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第１項の規定により、次のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

平成26年12月１日提出、浦幌町長。 

 １、損害賠償の額、７万7,785円。 

 ２、損害賠償の相手方、記載のとおりであります。 

 ３、事故の発生年月日、平成26年11月４日。 

 ４、事故の発生場所、十勝郡浦幌町字栄町38番地。 

 ５、事故の概要、職員が上記事故発生場所の駐車場から出庫する際、目測を誤り、自車、

公用車の右後方部が停車中の相手方の車両前方部に追突、損傷させた事故であります。こ

の損害の10割を賠償するものであります。 

 ６、専決処分の日、平成26年11月20日。この専決処分の日につきましては、賠償に関す

る承諾の成立の日でございます。 

 また、事故によりまして公用車も右後方部を破損し、修理費は14万2,668円でありますが、

修理につきましては全額保険対応としております。 

 今回の事故につきましては、幸いにも双方けがはなく、車両の物損のみで大事に至るこ

とはありませんでしたが、いずれにいたしましても職員の不注意による事故でありまして、

心からおわびを申し上げる次第であります。なお、今後車両の安全運転につきましては、
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職員にさらなる注意を促し、事故防止の喚起に意を配してまいりますので、よろしくお願

いをいたします。 

 以上、専決処分の報告とさせていただきます。 

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５号を終わります。 

 

    ◎日程第８ 承認第８号 

〇田村議長 日程第８、承認第８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。 

 提出者からの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 承認第８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12月１日提出。 

 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11月21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。 

 本専決処分につきましては、一般会計補正予算に係るものでございます。 

一般会計補正予算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８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710万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ63億37万5,000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、衆議院解散に伴います本年12月２日告示、12月14日執行

予定の第47回衆議院議員総選挙に係ります事務経費の補正でございます。 

次のページをごらんおき願います。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。 

 また、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。 



- 9 - 
 

 次のページをごらんおき願います。２、歳入、14款道支出金、３項委託金、１目総務費

委託金、補正額710万円を追加し、1,981万9,000円。 

 ３、歳出、２款総務費、４項選挙費、３目衆議院議員選挙費、新たな目を設けるもので、

710万円を追加し、計710万円。この内容につきましては、説明資料１ページに記載のとお

り、衆議院議員選挙に伴います人件費及び事務費の追加補正とな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。 

 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８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、本件は承認することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第９ 議案第６６号 

〇田村議長 日程第９、議案第66号 浦幌町債権管理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。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 議案第66号 浦幌町債権管理条例の制定について。 

 浦幌町債権管理条例を次のように定める。 

 平成26年12月１日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町債権管理条例。 

 以下、条文の朗読を省略し、説明資料により説明をいたします。説明資料２ページをご

らん願います。 

 制定の趣旨、金銭の給付を目的とする町の債権のうち滞納となっている債権の回収につ

いては、滞納者の情報を共有し、所管課において対応してきたところでありますが、長年

積み残されてきた債権の処理並びに今後発生する債権の管理について職員共通の認識、手

法の共有、法令に基づいた確実な回収に努めるという基本姿勢を明確にし、徴収手続、回

収不能となった債権の取り扱い基準など、債権管理の適正を期するため、その管理に関す

る事務処理について必要な事項を定めるものです。 
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 条例の内容、管理の徹底、第４条、町長の責務、第５条、台帳の整備。債権の台帳を整

備し、法令等により徴収を行うことはもとより、債権の督促時や貸付条件の変更時などに

は速やかに債権管理簿への記載を行い、その管理を的確に行うことを定めています。 

 保全のための状況補足、第６条、相互利用。滞納金徴収事務プロジェクト会議において

関係する課が保有する資料を相互に利用することで滞納者の生活状況全般を把握し、税及

び税外徴収金の不良債権回収及び適正な債権管理を行うことを定めています。 

 督促状の発送行為、第７条、督促。滞納整理をする上で基本となる督促状の発送行為を

適切に行わなければならないことを定めています。 

 債権回収の強化、第８条、滞納処分等、第９条、強制執行等。督促を適切に行い、債務

者が督促後もなお債務を履行しないときは、早期交渉に着手し、納付を促すとともに、納

付に応じない場合、強制徴収債権については滞納処分、徴収猶予、換価猶予、財産調査の

いかんによっては滞納処分停止措置を行わなければならない。また、その他の債権につい

ても、徴収停止または履行期限の特約等の措置をとる場合、その他特別の事情があると認

められる場合を除いて、担保権の実行、強制執行または訴訟手続による履行の請求の措置

をとらなければならないと定めております。 

 納期内納付者との公平性のためのペナルティー、第10条、延滞金、第11条、遅延損害金。

納期限後に納めた方については、納期内納付者との公平性を保つため、納付までの日数に

応じて公債権については延滞金として税法と同じ利率で、私債権については遅延損害金と

して民法の利率でその徴収することを定めています。 

 債権の確保、第12条、履行期限の繰り上げ、第13条、債権の申し出等。債務者に信用不

信が生じた場合で期限の到来を待っていたのでは債権の回収が困難となる場合（期限の利

益の喪失・会社の解散・相続の場合の限定承認他）、または他の債権者が強制執行の手続を

とった場合（強制執行・抵当権の実行・破産手続開始決定、法人の解散他）は速やかに債

権確保の手段をとることを定めています。 

 債権の整理、第14条、徴収停止、第15条、履行延期の特約、第16条、放棄。徴収停止に

ついては、債務者が財産を有していない場合や有していても状況により強制執行等の行使

に見合う効果が期待できないもの、また所在不明等の理由により長期間処理できないもの

など、状況によって債権の保全及び取り立てをしないことができる。また、納付すべき金

額を一括して納付できない場合には、客観的、合理的に徴収上有利な場合には履行期限の

延長（分割納付）をすることができるとし、あらゆる手段を尽くし、適正な管理を行って

も徴収できない債権で一定の要件を満たすものについては、町長がその債権を放棄するこ

とができると定めております。 

 施行期日等、この条例は、平成27年４月１日から施行することとしています。 

 この条例の施行に伴い、現在規定されている浦幌町税外諸収入金の徴収に関する条例の

廃止や浦幌町行政財産使用料条例、浦幌町道路占用料徴収条例、浦幌町下水道条例及び浦

幌町個別排水処理施設管理条例に準用されている条文の削除などの条例の一部改正手続に
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ついては、この制定条例内において同時に整理し、今後の管理については浦幌町債権管理

条例に基づいて行うこととするものであります。また、公債権における延滞金の徴収につ

いては、この条例の施行後に発生する債権から適用することとしております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。

終わります。 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 ただいま議題となっています議案第66号については、質疑を省略し、総務文教厚生常任

委員会に付託して、議会の閉会中の継続審査としたいと思います。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、議案第66号は、質疑を省略し、総務文教厚生常任委員会に付託して、議会閉会

中の継続審査とすることに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１０ 議案第６７号 

〇田村議長 日程第10、議案第67号 浦幌町社会教育中期計画策定委員会設置条例の制定

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。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 議案第67号 浦幌町社会教育中期計画策定委員会設置条例の制定につい

て。 

 浦幌町社会教育中期計画策定委員会設置条例を次のように定める。 

 平成26年12月１日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開きください。浦幌町社会教育中期計画策定委員会設置条例。 

 本条例の提案内容につきましては、条例の朗読を省略させていただき、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６ページをごらん願います。浦幌

町社会教育中期計画策定委員会設置条例説明資料。 

 １、制定の趣旨でございますが、生涯学習社会の実現の観点に立った社会教育中期計画

を策定するため、計画の策定に関し必要な調査審議を行う組織として浦幌町社会教育中期

計画策定委員会設置条例を制定するものでございます。 

 ２、条例の内容でございますが、条文は第１条から第11条で構成されております。①、

所掌事務（第２条関係）でございます。教育委員会の諮問に応じ、浦幌町社会教育中期計

画の策定に関し必要な調査審議、答申について規定をしております。 

 ②、組織（第３条関係）及び委員の任期（第４条関係）でございます。浦幌町社会教育

中期計画策定委員会の人数、構成及び任期等について規定をしております。 

 ③、委員長及び副委員長（第５条関係）でございます。浦幌町社会教育中期計画策定委
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員会の委員長及び副委員長の職務について規定をしております。 

 ④、会議（第６条関係）及び部会（第７条関係）でございます。浦幌町社会教育中期計

画策定委員会の会議の招集、開催及び部会の設置について規定をしております。 

 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） 

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67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６８号 

〇田村議長 日程第11、議案第68号 浦幌町職員の給与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。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 議案第68号 浦幌町職員の給与に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町職員の給与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12月１日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんおき願います。浦幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例。 

 本条例の改正の条文につきましては、条文の朗読説明を省略させていただき、説明資料

をもって説明をさせていただきます。説明資料７ページから14ページにかけてをごらんお

きいただきたいと思います。浦幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例説明資

料。 

 １、改正の趣旨、平成26年８月７日に人事院勧告がなされたことに伴います給与の改正

を行うものでございます。 

 ２、改正の内容、第１条関係、行政職給料表を平均0.3％引き上げる。これは、改正条例

後段の別表１を次のように改めると表記している内容で、別表１、行政職給料表において

改正するもので、説明資料10ページから14ページにかけての各級、各号俸に係ります改正
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前、改正後の対照表のとおりでございます。なお、世代間の給与配分の観点から若年層に

重点を置くもので、１級は0.92％で、順に下がり、６級に至っては0.26％の平均引き上げ

率となり、平成26年４月１日から適用とするものでございます。 

 ２項目めの職員の勤勉手当の支給率にかかわりましては、0.15カ月分引き上げ、0.675月

から0.825月分とし、再任用職員の勤勉手当の支給率を0.05月分引き上げ、0.325月から

0.375月分とするは、第17条第２項中に係る改正で、本年12期の勤勉手当を改正するもので、

次の表において支給月欄の12月期における現行欄で勤勉手当0.675月を平成26年12月１日

適用欄では0.825月とするもので、これにより合計が勤勉手当の支給率が1.500月分となる

ものであります。なお、再任用職員にありましては、現行の勤勉手当支給率が0.650月から

0.700月分となり、平成26年12月１日から適用となるものでございます。 

 （２）、第２条関係、第１条において職員及び再任用職員の勤勉手当をそれぞれ12月期に

0.15月分、0.05月分を引き上げる内容でありますが、これを６月期と12月期に振り分けて

支給する内容で、表の平成27年４月１日施行欄のとおりで、期末手当及び勤勉手当の合計

は平成26年12月１日適用、平成27年４月１日施行とも同じ4.100月となり、平成26年12月１

日から適用とするものでございます。 

 ３、施行期日、公布の日から条例を施行するものでございますが、第２条の規定は平成

27年４月１日から施行、第１条の規定による行政職給料表の改正は平成26年４月１日から、

勤勉手当支給率の改正は平成26年12月１日から適用するものでございます。 

 なお、本条例改正にかかわりまして、本町議会定例会において関連予算を補正予算とし

てご提案させていただいておりますが、条例改正に伴い、関連する全職員の人件費は一般

会計及び８特別会計合わせまして1,221万7,000円とな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。 

 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 今回の人事院勧告に伴って職員の給与改正ということは大変よろしいかと思

うのですが、今回特別職のほうの引き上げ、ほかの町村も臨時議会等で引き上げしている

わけですけれども、その辺についてどうなっているのかお伺いしたい。 

 それと、もう一つ、今回職員の給与がこのように改正するということなので、27年度の

臨時職員の賃金等についても検討しているのかどうかお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問２点についてご説明させていただきます。 

 １点目の特別職に関してでございますけれども、報道によりまして各自治体においては

あわせた形での提案というのが確かにあるところはありますけれども、今般の特別職につ

きましては現在状況について調査をしているところでございますので、このことにつきま

しては今後の調査内容によってということでご理解いただきたいというふうに思います。 
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 また、臨時職員の関係でございますけれども、今般につきましては浦幌町職員の給与に

かかわりますもので、あくまで人事院勧告に準拠するという内容でございます。臨時職員

につきましては、臨時的任用職員の要綱により取り扱う内容となっておりますので、この

ことにつきましては最低賃金にかかわります対応ということで、このことについては従前

から同じような対応をしてきておりますので、あわせて臨時職員については最低賃金にか

かわった内容での対応ということを考えてございますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 特別職のほうですけれども、調査するということなのですけれども、この調

査というのはどんな調査なのか。 

 それとあと、臨時の賃金について最低賃金のと言いますけれども、最低賃金も若干今回

上がったのです。その上がった分ぐらいの改正というか、そういうことは考えていらっし

ゃるのかどうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまご質問、２点だったかと思います。このことについて説明させ

ていただきます。 

 まず、１点、特別職に係ります報酬の調査ということで、どのような内容かということ

だったかと思います。このことにつきましては、本町におきましては行財政改革、いわゆ

る財政再建のかかわりがありまして、これが数年来進めてきた経過の中で特別職の報酬に

ついてもそういった形の形態がなされていると。このことを含めまして、ほかの自治体に

おいてもこの対応がどのようになっているかということも実際に調査をした上で、またそ

の額についてもどのような推移をたどっているかということも調査した上で考えたいなと

いうことで思っているところでございます。 

 また、臨時職員の賃金のアップにかかわってということでございますけれども、臨時職

員につきましての現在の賃金単価につきましては最低賃金を上回っておりますので、この

中での対応ということは従前どおりかなというふうに捉えておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 私以前も臨時職員の賃金についてお伺いしたことあるのですが、今回は職員

の給与について人事院勧告あったからやるのだと、臨時については最低賃金満たしていれ

ばいいのだと、そういうことではなくて、以前は賃金もっと高かったのです。それが今回

行財政改革で大分下げたと。こういうふうに消費税も上がってきたりなんなりということ

で、大変臨時の方についても出費かさんでいると思われるので、その辺について少しでも

考えていただければと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 総務課長。 

〇鈴木総務課長 臨時職員の賃金の関係でございますけれども、このことにつきましては

以前のご質問の中でもお答えをさせていただいておりますけれども、あくまで臨時職員に

つきましては町職員の事務補助的な労務を行っていただくということでございまして、年

間の雇用の対応にはなっていないということで、パート的なと申しますか、１カ月雇用の

中でありますけれども、年間の雇用を行っていないと、あくまで事務補助的な立場だとい

うことで対応しておりますので、このことにつきましては通常の雇用、常雇、いわゆる常

時雇いという形ではないということの状況ございますので、この辺についてはご理解いた

だきたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第68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６９号 

〇田村議長 日程第12、議案第69号 浦幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費

の助成に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 議案第69号 浦幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に

関する条例の一部改正について。 

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

る条例を次のように定める。 

 平成26年12月１日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。あわせまして、説明資料は15、16ページをごらん願いま

す。 

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

る条例。 

 浦幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例（昭和48年浦幌
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町条例第34号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項第１号中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に

改め、同項第２号中「父子家庭であってひとり親家庭の母に準ずる男子をいう」を「母子

及び父子並びに寡婦福祉法第６条第２項に規定する配偶者のない男子であって、生活保護

法による保護を受けていない者のうち、前号ア又はイのいずれかに該当する者であること」

に改める。 

 附則、この条例は、公布の日から施行し、平成26年10月１日から適用する。 

 このたびの改正は、ひとり親家庭への支援強化を図る法律の改正が行われ、父子家庭及

び母子家庭の支援水準がおおむね同等となったことから、母子及び寡婦福祉法を母子及び

父子並びに寡婦福祉法に改称し、あわせて母子及び父子並びに寡婦福祉法において新たに

ひとり親家庭の父の定義が明確に規定されたことを受け、本条例で引用している法律名及

び引用条文を改正するものでございます。 

 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を申し

上げます。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69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７０号 

〇田村議長 日程第13、議案第70号 浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例

の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 議案第70号 浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例の

一部改正について。 

 浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 

 平成26年12月１日提出、浦幌町長。 
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 次のページをごらん願います。浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例の一

部を改正する条例。 

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

より説明させていただきます。説明資料の17ページをごらん願います。 

 １、改正の趣旨につきましては、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次

世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の施行による母子及び寡婦福祉法の一部

改正に伴いまして、本条例の改正を行うものでございます。 

 ２、改正の内容につきましては、別表備考において引用している母子及び寡婦福祉法が

母子及び父子並びに寡婦福祉法に改称されたことから、法律名を改めるものでございます。 

 施行期日につきましては、公布の日から施行し、平成26年10月１日から適用するもので

ございます。 

 新旧対照表につきましては、18ページに記載しておりますので、ご参照願います。 

 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70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７１号 

〇田村議長 日程第14、議案第71号 浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関す

る条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 議案第71号 浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関する

条例の一部改正について。 

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

ように定める。 

 平成26年12月１日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関する条



- 18 - 
 

例の一部を改正する条例。 

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

より説明させていただきます。説明資料の19ページをごらん願います。 

 改正の趣旨につきましては、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代

育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の施行による母子及び寡婦福祉法の一部改正

に伴いまして本条例の改正を行うものでございます。 

 ２、改正の内容につきましては、別表備考において引用している母子及び寡婦福祉法が

母子及び父子並びに寡婦福祉法に改称されたことから、法律名を改めるものでございます。 

 ３、施行期日につきましては、公布の日から施行し、平成26年10月１日から適用するも

のでございます。 

 新旧対照表につきましては、20ページに記載しておりますので、ご参照願います。 

 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71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７２号 

〇田村議長 日程第15、議案第72号 浦幌町子ども発達支援センター設置及び管理条例の

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。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 議案第72号 浦幌町子ども発達支援センター設置及び管理条例の一

部改正について。 

 浦幌町子ども発達支援センター設置及び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12月１日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町子ども発達支援センター設置及び管理条例の一部

を改正する条例。 
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 本条例の提案内容につきましては、条文の朗読を省略させていただき、議案説明資料に

より説明いたします。説明資料の21ページをごらん願います。 

 １、改正の趣旨につきましては、児童福祉法（昭和22年法律第164号）の改正に伴いまし

て、当該条例条文の引用先が変更となることから、改正を行うものでございます。 

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

児童福祉法の改正により引用文が一部改正されたことから、当該条文について改正するも

のでございます。 

 ３、施行期日につきましては、平成27年１月１日からでございます。 

 新旧対照表につきましては、説明資料22ページに記載しておりますので、ご参照願いま

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72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７３号 

〇田村議長 日程第16、議案第73号 浦幌町国民健康保険条例の一部改正についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 議案第73号 浦幌町国民健康保険条例の一部改正について。 

 浦幌町国民健康保険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12月１日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。あわせまして、説明資料は23ページから25ページをごら

ん願います。 

 浦幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町国民健康保険条例（昭和34年浦幌町条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 第８条第１項中「39万円」を「40万4,000円」に改め、同項ただし書き中「３万円」を「１
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万6,000円」に改める。 

 附則、施行期日、１、この条例は、平成27年１月１日から施行する。 

 経過措置、２、施行日前に出産した被保険者に係る第８条の規定による出産育児一時金

の額については、なお従前の例による。 

 このたびの改正は、厚生労働省における産科医療補償制度の検証において出産育児一時

金の給付内訳である産科医療補償掛金相当額並びに年々増加傾向にある出産費用基本額の

見直しが行われ、健康保険法施行令が改正されたことから、本条例において同様の改正を

行うものでございます。 

 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73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７４号 

〇田村議長 日程第17、議案第74号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 議案第74号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について。 

 次のとおり浦幌町公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の

２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 平成26年12月１日提出、浦幌町長。 

 記、１、公の施設の名称及び位置、名称、北栄地域会館、位置、浦幌町字帯富154番地の

89。 

 ２、指定管理者の住所及び氏名、浦幌町字帯富154番地89、北栄地域会館運営委員会運営

委員長、濱田達彦。 

 ３、指定期間、平成27年４月１日から平成32年３月31日まで。 
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 本議案につきましては、議案説明資料をもってご説明いたします。26ページをお開き願

います。浦幌町公の施設の指定管理者の指定に関する説明資料。 

 １、選定に当たってでございます。北栄地域会館の指定管理者の選定に当たっては、浦

幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条第１項の規定により、非

公募による選定を行うこととし、現指定管理者を提案者として指名しました。選定委員会

において申請書類の審査を行い、評価し、町はその結果を踏まえ選定しました。 

 ２、指定期間についてでございます。浦幌町指定管理者制度運用ガイドラインでは、指

定期間について事業の継続性、安定性の観点から３から５年を原則としていることから、

指定期間を最長の５年間としました。 

 ３、指定管理料でございます。平成27年度から５カ年分でございますが、100万9,800円

であります。選定手続要項で示しました上限額は、126万5,000円でありました。 

 ４、選定の理由、選定に当たっては、選定手続要項に基づき、選定委員会の出席委員の

合意を得られたため、指定管理者の候補者として選定したところであります。 

 ５、選定委員会の概要でございます。選定委員会につきましては、副町長を委員長とし、

利用者側委員２名、総務課長、産業課長の５名で構成しております。選定委員会は、平成

26年11月21日に開催し、市街地区４地域会館指定管理者選定手続要項及び指定管理業務仕

様書の確認並びに各施設における利用状況の実績等を書類審査し、協議検討を行いました。

その結果、現指定管理が引き続き運営していくことが妥当と判断され、指定管理者候補者

を決定したところであります。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「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74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７５号 

〇田村議長 日程第18、議案第75号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 
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 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 議案第75号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について。 

 次のとおり浦幌町公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の

２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 平成26年12月１日提出、浦幌町長。 

 記、１、公の施設の名称及び位置、名称、南町福祉館、位置、浦幌町字南町10番地の10。 

 ２、指定管理者の住所及び氏名、浦幌町字南町10番地10、南町福祉館運営委員会運営委

員長、高橋和也。 

 ３、指定期間、平成27年４月１日から平成32年３月31日まで。 

 本議案につきましては、議案説明資料をもってご説明いたします。27ページをお開き願

います。浦幌町公の施設の指定管理者の指定に関する説明資料。 

 １項目めの選定に当たってから５つの項目がございますが、３、指定管理料を除き、他

の４項目は議案第74号の議案説明資料と同じため、説明を省略させていただきます。 

 ３、指定管理料、平成27年度から５カ年分でございますが、96万1,200円であります。選

定手続要項で示しました上限額は、102万5,000円でありました。 

 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75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７６号 

〇田村議長 日程第19、議案第76号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 議案第76号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について。 

 次のとおり浦幌町公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の

２第６項の規定により、議会の議決を求める。 
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 平成26年12月１日提出、浦幌町長。 

 記、１、公の施設の名称及び位置、名称、宝町福祉館、位置、浦幌町字宝町37番地の１。 

 ２、指定管理者の住所及び氏名、浦幌町字宝町37番地１、宝町福祉館運営委員会運営委

員長、佐藤勝美。 

 ３、指定期間、平成27年４月１日から平成32年３月31日まで。 

 本議案につきましては、議案説明資料をもってご説明いたします。28ページをお開き願

います。浦幌町公の施設の指定管理者の指定に関する説明資料。 

 １項目めの選定に当たってから５つの項目がございますが、３、指定管理料を除き、他

の４項目は議案第74号の説明資料と同じため、説明を省略させていただきます。 

 ３、指定管理料、平成27年度から５カ年分でございますが、189万5,400円であります。

選定手続要項で示しました上限額は、196万5,000円でありました。 

 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76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７７号 

〇田村議長 日程第20、議案第77号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 議案第77号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について。 

 次のとおり浦幌町公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の

２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 平成26年12月１日提出、浦幌町長。 

 記、１、公の施設の名称及び位置、名称、光南福祉館、位置、浦幌町字万年358番地の７。 

 ２、指定管理者の住所及び氏名、浦幌町字万年358番地７、光南福祉館運営委員会運営委

員長、長嶺勲。 
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 ３、指定期間、平成27年４月１日から平成32年３月31日まで。 

 本案件につきましては、議案説明資料をもってご説明いたします。29ページをお開き願

います。浦幌町公の施設の指定管理者の指定に関する説明資料。 

 １項目めの選定に当たってから５つの項目がございますが、３、指定管理料を除き、他

の４項目は議案第74号の説明資料と同じため、説明省略させていただきます。 

 ３、指定管理料、平成27年度から５カ年分でございますが、96万1,200円であります。選

定手続要項で示しました上限額は、104万円でありました。 

 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。 

 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 今浦幌町内、北栄、そして南町、宝町、光南と４つの福祉館の関係の対応を

してまいりました。どの施設も管理人の皆さんが掃除関係等大変よろしくやってもらって

いる関係上、きれいな形で管理されていると、私はそういうふうに自負しているわけでご

ざいますけれども、それぞれ値段が若干違うという中身で、それぞれの利用状況といいま

すか、４つの状況がわかれば、その辺ちょっと教えていただきたいと思います。 

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 ただいま４施設の利用状況を質問されましたので、まず初め

に、北栄地域会館、ここにつきましては前年度の分でよろしいでしょうか。 

（「よろしいです」の声あり） 

〇菅原まちづくり政策課長 昨年度平成25年度の実績でございますけれども、利用件数と

いたしましては総体で74件、利用人員につきましては1,826名、それから南町福祉館、利用

件数につきましては18件、利用人数につきましては304名、宝町につきましては、利用件数

139件、利用人員2,081名、光南福祉館、利用件数39件、利用人数が881名でございます。傾

向といたしましては、多少減少ぎみという感じでございます。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 ４つの施設ともかなり老朽化に近いという状況にあると思います。これも今

回管理者の関係にお願いしたその方々に、いつも使った後清掃関係を特にすることによっ

て長くその施設を維持できるというふうに考えてございます。そんな意味から、役場とし

てもそれぞれを年間のうち何回か見回りをしながら、もしそういう中で気づく点がござい

ましたら、その管理者の皆様方にお願いをしながら、より長い施設の運営に臨んでもらえ

るような形をとれればと思いますけれども、いかがお考えかお願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 ご質問にお答えいたします。 

 先般の選定委員会の会議におきましても、その辺のところのお話が出まして、やはり施
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設内の清掃について近年ちょっとどうなのだろうねというような状況にあるということは

ちょっと聞いております。それで、今回協定を今後結ぶわけですけれども、各指定管理者

のほうには、当然公共施設でございますので、コミュニティを図る大切な施設でございま

すし、あるいは清掃活動等も当然コミュニティの一環になるというふうに考えております

ので、その辺を少しお話しさせていただきまして、今後有効に活用していただけるように

お話をしていきたいと考えております。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 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77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。 

 

午前１１時１３分  休憩 

午前１１時２８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２１ 議案第７８号 

〇田村議長 日程第21、議案第78号 とかち広域消防事務組合の設立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78号 とかち広域消防事務組合の設立について。 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第284条第２項の規定により、帯広市、音更町、士幌

町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、
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幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町及び浦幌町は、消防に関する事務（消

防団に関する事務を除く。）を共同処理するため、次のとおり規約を定め、とかち広域消防

事務組合を設立する。 

 平成26年12月１日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんおき願います。とかち広域消防事務組合規約。 

 本規約につきましては、条文の朗読を省略させていただき、説明資料をもって説明をさ

せていただきます。説明資料30ページをお開き願います。十勝圏消防広域化に係る説明資

料。本説明資料につきましては、議案第78号、79号、第80号それぞれに関連をいたします

ので、一括した資料となってございます。１、とかち広域消防事務組合の設立につきまし

ては本議案第78号に関する事項、２、東十勝消防事務組合規約の一部を変更する規約につ

いては議案第79号、３、東十勝消防事務組合の解散については議案第80号の構成となって

ございます。 

 それでは、本議案についての説明をさせていただきます。１、とかち広域消防事務組合

の設立について、１番、設立の趣旨でございますけれども、十勝圏域における消防体制の

さらなる充実強化を図るため、十勝19市町村でとかち広域消防事務組合を設立し、消防に

関する事務を共同で処理するものであります。平成21年４月より十勝圏複合事務組合に消

防広域推進室を設置し、十勝圏域における消防の広域化に向けた協議検討を重ねてきた結

果、本年３月28日に消防組織法第34条の規定に基づく十勝圏広域消防運営計画を策定し、

先月４日の市町村長会議において規約案について合意したものでございます。 

 ②、規約の内容、規約の主な内容につきましては、地方自治法第287条に定められた項目、

第１条におきましては組合の名称、第２条においては構成団体、第３条におきましては共

同処理する事務、第４条につきましては事務所の位置、第５条、組合議会の組織及び第６

条における議員の選挙の方法、第10条では執行機関の組織及び選任の方法、第15条におい

ては経費の支弁方法などについて規定したものでございます。なお、第７条、組合議員の

任期、第８条、議長、副議長、第９条、議会の事務局、第11条、執行機関の任期、第12条、

補助機関、第13条、監査委員、第14条、監査委員の事務局、第16条には負担金の納付、そ

して第17条は雑則としてその他の項目を設けてございます。これらの規定に基づいた中で、

組合の設立は平成27年５月、事務の共同処理の開始につきましては平成28年４月をそれぞ

れ予定としているところでございます。 

 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。 
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 これより議案第78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７９号 

〇田村議長 日程第22、議案第79号 東十勝消防事務組合規約の変更についてを議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 議案第79号 東十勝消防事務組合規約の変更について。 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第１項の規定により、東十勝消防事務組合規

約を次のとおり変更する。 

 平成26年12月１日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんおき願います。東十勝消防事務組合規約の一部を変更する規約。 

 東十勝消防事務組合規約（昭和45年地方第1812号指令）の一部を次のように変更する。 

 第14条を第15条とし、第13条の次に次の１条を加える。 

 （事務の承継） 

 第14条 組合の解散に伴う事務の承継については、次のとおりとする。 

 （１）消防に関する事務（消防団に関する事務を除く。）は、とかち広域消防事務組合が

承継する。 

 （２）消防団に関する事務は、関係町が承継する。 

 附則、この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。 

 本規約の内容につきましては、説明資料をもって説明をさせていただきます。説明資料

30ページをごらんおき願います。十勝圏消防広域化に係る説明資料。 

 ２項の東十勝消防事務組合規約の一部を変更する規約についてでございます。東十勝消

防事務組合の解散後の事務の承継を円滑に行うため、事務の承継につき、第１号にあって

は常備消防に関する事務をとかち広域消防事務組合、第２号にあっては同組合の共同処理

事務に含まれない消防団に関する事務を関係町が承継する内容のものでございます。 

 消防に関する事務の共同処理を行うとかち広域消防事務組合が新たに設立することに伴

う規約の変更とな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、ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第79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２３ 議案第８０号 

〇田村議長 日程第23、議案第80号 東十勝消防事務組合の解散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80号 東十勝消防事務組合の解散について。 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第288条の規定により、平成28年３月31日をもって、

東十勝消防事務組合を解散する。 

 平成26年12月１日提出、浦幌町長。 

 本議案の内容につきましては、説明資料30ページをお開きいただきますとともに、説明

資料をもって説明させていただきます。十勝圏消防広域化に係る説明資料。 

 第３項、東十勝消防事務組合の解散についてでございます。十勝19市町村で消防に関す

る事務の共同処理を行うとかち広域消防事務組合を新たに設立することに伴い、同組合に

おいて事務の共同処理を開始する前日の平成28年３月31日をもって、東十勝消防事務組合

を解散しようとす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80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。 
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    ◎日程第２４ 議案第８１号 

〇田村議長 日程第24、議案第81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81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９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２億964万1,000円を追加し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ65億1,001万6,000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。 

 （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12月１日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略をさせて

いただきます。 

 ５ページをごらんおき願います。第２表、債務負担行為補正、追加でございます。事項、

北海道知事・北海道議会議員選挙ポスター掲示場等設置工事請負費、期間、平成26年度か

ら平成27年度の２カ年間でございます。限度額175万円。本内容につきましては、説明資料

34ページに記載のとおりでございますけれども、平成26年におきましては設置工事、また

平成27年度におきましてはポスターの設置後の撤去工事に係ります内容でございます。事

項、地域会館指定管理料、期間、平成27年度から平成31年度の５カ年間でございます。限

度額483万円は、説明資料26ページから29ページにかけて記載のとおりでございますけれど

も、本日ご議決いただきました議案第74号、75号、76号、77号に係ります４会館の指定管

理委託料の債務負担行為の内容となってございます。 

第３表、地方債補正、変更でございます。起債の目的、公営住宅建設事業、補正前限度

額9,570万円に対しまして、補正後、110万円を追加し、9,680万円の限度額となるもので、

説明資料42ページに記載のとおり、公営住宅買取事業におきます追加補正に対応するもの

でございます。起債の目的、緊急防災・減災事業、補正前限度額5,300万円に対しまして、

補正後１億7,530万円は１億2,230万円の増となるもので、消防救急無線デジタル化共同整

備事業におきます補正前限度額40万円に対しまして、補正後、１億2,230万円を追加し、１

億2,270万円となる内容のものでございます。この内容につきましては、説明資料42ページ
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から43ページにかけて記載のとおり、消防救急無線デジタル整備に係ります無線整備及び

高機能指令センター整備に係ります内容であります。合計、補正前限度額７億2,352万

8,000円に対しまして、１億2,340万円を追加し、補正後の限度額８億4,692万8,000円とな

るものでございます。なお、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。 

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ページをお開き願います。２、歳入、１款町税、１項町民税、１目個人1,620万円を追

加し、２億45万円、２目法人800万円を追加し、3,140万9,000円は、説明資料31ページに記

載のとおり、それぞれの目に係ります賦課確定に伴います追加補正でございます。 

 ２項１目固定資産税2,000万円を追加し、２億7,471万円は、説明資料31ページに記載の

とおり、償却資産の賦課確定に伴うものでございます。 

 11款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担金20万円を追加し、１億1,651万

9,000円は、説明資料36ページから37ページにかけて記載のとおり、ひとり親家庭等医療費

助成事業の追加内容でございます。 

 13款国庫支出金、２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金617万6,000円を減額し、2,350万

1,000円は、２節社会福祉費補助金におきます臨時福祉給付金支給事業の終了に伴います更

正減で、説明資料35ページに記載のとおりです。３節児童福祉費補助金につきましては、

説明資料37ページから38ページにかけて記載のとおり、子育て世帯臨時特例給付金支給事

業の終了に伴います更正減の内容であります。 

 ２目土木費国庫補助金1,151万6,000円を追加し、２億7,448万6,000円は、説明資料42ペ

ージに記載のとおり、公営住宅南町団地の買取事業におきます追加に伴います財源措置で

ございます。 

 ３項委託金、２目民生費委託金32万4,000円を追加し、195万6,000円は、説明資料32ペー

ジのとおり、国民年金システム改修費における財源措置でございます。 

 14款道支出金、２項道補助金、２目民生費道補助金55万円を追加し、1,232万円は、ひと

り親家庭等医療費助成事業に係ります補助金の追加で説明資料36ページから37ページにか

けて記載のとおり、また地域づくり総合交付金として説明資料36ページに記載のとおり、

福祉灯油の給付事業に係ります財源措置でございます。 

 ３目衛生費道補助金18万6,000円を追加し、399万3,000円は、説明資料39ページに記載の

とおり、自殺対策緊急強化事業の財源に対応するものでございます。 

 ３項委託金、１目総務費委託金332万1,000円を追加し、2,314万円は、説明資料34ページ

のとおり、平成27年４月12日執行予定の北海道知事・北海道議会議員選挙費全額に係りま

す委託金でございます。 

 16款１項寄附金、２目指定寄附金3,603万を追加し、１億2,028万1,000円は、指定寄附に

おきましては説明資料45ページに記載のとおり、図書購入資金における指定寄附金でござ
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います。また、２節にございますとおり、ふるさとづくり寄附金として3,600万円の追加は、

説明資料32ページから33ページにかけて記載のとおり、ふるさとづくり寄附増に伴います

対応のものでございます。 

 17款繰入金、２項１目基金繰入金391万円を減額し、8,555万4,000円は、財政調整基金繰

入金の更正減でございます。 

 続きまして、10ページをお開き願います。20款１項町債、５目土木債110万円を追加し、

２億7,200万円、６目消防債１億2,230万円を追加し、2億1,800万円は、それぞれ本補正予

算書５ページで説明させていただきました第３表、地方債補正に伴うものの内容でござい

ます。 

 ３、歳出、歳出に入る前に、人件費及び電気料の補正につきまして一括して説明をさせ

ていただきます。本日ご議決を賜りました議案第68号 浦幌町職員の給与に関する条例の

一部改正についてに係ります人件費につきまして、一般会計及び８特別会計を合わせて２

節給料234万9,000円、３節、期末、勤勉手当等810万1,000円、それらに関係します４節共

済費176万7,000円で、総合計1,221万7,000円の増となるものでございます。また、北海道

電力株式会社が本年経済産業省に申請していた電気料金の値上げにつきまして、本年10月

15日に認可がされ、11月１日から料金の値上げがされることとなり、このことに伴い、公

共施設等における電気料の関連支出の節でございます光熱水費における追加補正予算額に

つきましては、一般会計において合計で235万2,000円の増となるものでございます。各科

目における人件費及び電気料に係ります光熱水費につきましては、詳細の説明を省略させ

ていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、11ページの３、歳出の説明に入らせていただきます。１款１項１目議会費21万

4,000円を追加し、7,435万6,000円は、人件費の内容であります。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費254万8,000円を追加し、３億2,158万

9,000円は、人件費及び役務費の内容で、役務費につきましては後納郵便料、振替手数料の

増加対応となるものでございます。 

 ２目情報化推進管理費130万6,000円を追加し、２億3,558万7,000円は、説明資料32ペー

ジに記載のとおり、電子機器修繕及び総合行政情報システムクラウド化対応に伴います通

信回線の使用料でございます。 

 ６目財政調整等基金費3,600万円を追加し、１億2,365万8,000円は、説明資料33ページの

とおり、ふるさとづくり基金積立金の追加内容であります。 

 ７目企画費2,530万5,000円を追加し、１億7,345万6,000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、ふるさとづくり寄附奨励事業に対応する追加内容のものでご

ざいます。 

 12ページに移りまして、８目支所費18万円を追加し、1,948万2,000円は、人件費の内容

でございます。 

 10目生活安全推進費185万6,000円を追加し、1,888万1,000円は、電気料金値上げに伴い
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ます防犯灯等における電気料金増額に対応するものでございます。 

 13目諸費19万2,000円を追加し、4,635万4,000円につきましても、電気料金値上げに伴い

ます３地区軽スポーツセンターにおける電気料金増額に対応するものでございます。 

 ２項徴税費、１目税務総務費22万3,000円を追加し、2,282万4,000円は、人件費の内容で

ございます。 

 ２目賦課徴収費１万7,000円を減額し、1,505万5,000円は、説明資料33ページから34ペー

ジに記載のとおり、十勝市町村税滞納整理機構負担金の確定に伴います更正減でございま

す。 

 ３項１目戸籍住民登録費20万6,000円を追加し、2,484万4,000円、４項選挙費、１目選挙

管理委員会費８万8,000円を追加し、1,094万1,000円は、いずれの科目も人件費の内容でご

ざいます。 

 ４目知事道議選挙費、新たな目を設け、332万1,000円を追加し、332万1,000円は、説明

資料34ページに記載のとおり、平成27年４月12日執行予定の道知事、道議会議員選挙に係

ります費用でございます。 

 次に、14ページをお開き願います。５項統計調査費、１目統計調査総務費15万4,000円を

追加し、1,288万6,000円は、人件費の内容でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費190万1,000円を減額し、３億5,823万

8,000円は、人件費及び説明資料35ページから36ページにかけて記載のとおり、臨時福祉給

付金支給事業の申請期間終了に伴います事業費の精査及び福祉灯油給付事業実施に伴いま

す費用の追加の内容であります。なお、35ページの臨時福祉給付金支給事業に係ります事

業実績の表についてでございますけれども、この事業実績の表におきましては、件数（世

帯）欄の申請数が732件に対しまして交付決定数734件、交付却下数が３件、交付取り消し

数２件で、これらの合計が739件となり、２件の差が生じておりますが、この内容につきま

しては交付取り消し数は交付決定後に取り消したもので、交付決定数734件に含まれてお

り、２件の差が生じたものであります。なお、本事業の申請者は非課税世帯でありますが、

本取り消し事例は申請決定後に非課税世帯から課税世帯に異動となったもので、類似ケー

スが２例ありましたので、その差が２件となるものでございます。支給対象者においても、

同様な扱いとなるものでございます。 

 ６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費30万円を追加し、1,819万1,000円は、ひ

とり親家庭等医療費扶助費の内容で、説明資料36ページから37ページに記載のとおり、追

加補正でございます。 

 ７目後期高齢者医療費６万4,000円を追加し、１億365万4,000円は、後期高齢者医療特別

会計事務費繰出金の追加補正でございます。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費44万円を追加し、2,221万4,000円は、人件費及び

説明資料37ページのとおり、出産祝金の追加補正でございます。 

 16ページをお開き願います。２目児童措置費114万6,000円を減額し、7,363万3,000円は、
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説明資料37ページから38ページにかけて記載のとおり、子育て世帯臨時特例給付金支給事

業の申請期間終了に伴います事業費精査による更正減でございます。なお、事業実績の表

でございますけれども、この表におきまして申請者数欄の申請数が329名に対しまして、支

給決定数273名と不支給決定数58名との合計が331名となり、２名の差が生じておりますが、

これは本事業の申請者は児童手当の受給者である児童の保護者となるもので、事例として

当該保護者から扶養児童２名に係ります申請があり、うち１名の児童に係りましては基準

日以降に町外に転出したため、不支給の決定をし、結果児童１名が支給決定、１名が不支

給決定となりました。申請者は保護者であるため、支給決定の保護者と不支給決定の保護

者が同一人でありますが、それぞれにカウントされるため、差が生じるものでございます。

なお、このような申請者が支給決定、不支給決定どちらにも該当する類似ケースが２例あ

りましたので、その差が２名となるものでございます。 

 ３目認可保育園運営費60万9,000円を追加し、8,861万3,000円、４目へき地保育所運営費

25万9,000円を追加し、3,799万8,000円、６目子ども発達支援センター運営費13万7,000円

を追加し、1,871万4,000円、８目子育て支援センター費26万9,000円を追加し、1,733万円

は、いずれの科目も人件費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39万4,000円を追加し、１億7,802万2,000円は、介

護保険特別会計への繰出金の追加補正でございます。 

 ３目老人ホーム費123万6,000円を追加し、１億9,318万5,000円は、人件費及び説明資料

39ページに記載のとおり、老人ホーム内の暖房機器及び調理設備器具の修繕に対応する追

加補正でございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費１億9,050万1,000円は、人件費及び

説明資料39ページのとおり、地域自殺対策緊急強化事業の費用及び簡易水道特別会計への

繰出金の追加補正の内容でございます。 

 18ページをお開き願います。３目環境衛生費62万2,000円を減額し、3,002万5,000円は、

個別排水処理特別会計への繰出金の更正減でございます。 

 ５目医療対策費455万円を減額し、9,544万5,000円は、新規事業に要する費用補正でござ

いまして、説明資料最終ページの50ページをごらんおき願います。帯広厚生病院の運営に

係ります補助金の交付事業でございます。これが19節負担金、補助及び交付金の内容とな

っているものでございます。事業名、帯広厚生病院運営費補助として新規の扱いでござい

ます。内容につきましては、平成26年度から公的病院への助成に関する特別交付税措置を

活用し、救命救急センターを初め、総合周産期母子医療センターや地域がん診療拠点病院、

災害拠点病院など全ての機能を有する第３次保健医療福祉圏（十勝圏）で唯一の地方セン

ター病院であります帯広厚生病院の不採算医療部門、救命救急センター、小児救急医療、

周産期医療、小児医療、精神医療の病院運営を支援することとしたため、帯広厚生病院の

運営費補助金を追加補正するものの内容でございます。なお、平成13年度から実施してお

ります帯広厚生病院救命救急センターの運営に係ります市町村の協力支援につきまして
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は、平成26年度からは行わないこととなったため、救命救急医療対策費負担金を減額補正

するものでございます。科目及び金額でございますけれども、ただいま説明を申し上げま

した歳出に係ります補助金で、帯広厚生病院運営費補助金を321万円の追加、救命救急医療

対策費負担金につきましては14万7,000円の現在額についての更正減となるものでござい

ます。 

 予算書18ページに戻りまして、５目医療対策費におきます補助金の関係と、また28節繰

出金におきましては浦幌町立診療所特別会計への繰出金の更正減でございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費24万9,000円を追加し、3,724万

8,000円、２目農業総務費51万円を追加し、4,672万8,000円は、いずれの目も人件費の内容

でございます。 

 ３目農業振興費794万9,000円を追加し、5,863万8,000円は、説明資料39ページから40ペ

ージにかけて記載のとおり、経営所得安定対策における営農継続支払交付金の算定に対応

する費用でございます。追加費用でございます。 

 ６目土地改良費107万3,000円を追加し、8,344万7,000円は、電気料金値上げに伴います

排水機場における電気料金の増額対応、また説明資料40ページから41ページにかけて記載

のとおり、農地・水保全管理支払事業から多面的機能支払事業への移行に伴います追加費

用でございます。 

 ９目地籍調査費８万2,000円を追加し、5,169万1,000円は、人件費の内容でございます。 

 ２項林業費、１目林業総務費54万円を追加し、1,902万6,000円は、人件費及び有害鳥獣

捕獲奨励金の追加費用で、説明資料41ページのとおりでございます。 

 ３項水産業費、１目水産業総務費８万6,000円を追加し、900万6,000円は、人件費の内容

でございます。 

 次に、20ページに移りまして、２目水産業振興費５万2,000円を追加し、1,441万円は、

漁港照明灯などにおける電気料金値上げに対応する追加費用でございます。 

 ７款１項商工費、１目商工振興費18万7,000円を追加し、１億7,547万3,000円は、人件費

の内容でございます。 

 ２目観光費11万7,000円を追加し、3,232万円は、留真温泉の高圧洗浄機購入費用で、説

明資料41ページに記載のとおりでございます。 

 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費28万6,000円を追加し、2,671万7,000円、

２項道路橋梁費、１目土木車両管理費21万4,000円を追加し、9,552万円は、いずれの科目

も人件費の内容でございます。 

 ４項都市計画費、２目公共下水道費784万3,000円を減額し、２億2,384万3,000円は、公

共下水道特別会計への繰出金の更正減でございます。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費86万9,000円を追加し、5,614万4,000円は、人件費及び除雪

機の購入費用で、説明資料41ページに記載のとおりでございます。 

 ２目公営住宅建築費1,313万7,000円を追加し、２億1,566万2,000円は、南町団地買取事
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業における労務単価の改定等に伴います追加費用で、説明資料42ページに記載のとおりで

ございます。 

 22ページをお開き願います。９款１項消防費、１目常備消防費107万1,000円を減額し、

１億8,557万9,000円、３目消防施設費１億2,243万円を追加し、１億6,685万円は、いずれ

も説明資料42ページから43ページに記載のとおりでございますけれども、参考として東十

勝消防事務組合一般会計予算を表示してございますので、本予算書26ページをお開き願い

ます。参考、東十勝消防事務組合一般会計予算（浦幌町分）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目消防負担金１億2,135万9,000円の追加でございま

すけれども、説明欄にございますとおり、本部共通費19万1,000円の更正減、消防署費88万

円の更正減、このそれぞれの更正減の内容につきましては、恐れ入ります、22ページの消

防費におきます１目常備消防費の19節負担金、補助及び交付金におきます説明の内容と同

じものでございます。26ページに戻りまして、消防事務組合の予算でございますけれども、

説明欄の消防施設費１億2,243万円は、同じように22ページの３目消防施設費の１億

2,243万円の内容と同じものでございます。 

 次に、歳出ですけれども、消防の予算、27ページをごらんおき願います。３、歳出、２

款消防費、１項常備消防費、５目浦幌消防署費44万8,000円を追加するもので、説明資料43ペ

ージに記載のとおり、電気料金及び消防車両の修繕に対応するものでございます。 

 ３款１項消防施設費、４目浦幌消防施設費１億2,243万円を追加するもので、説明資料

43ページに記載のとおり、備品購入におきます内容として分遣所車庫用の暖房機購入に伴

います追加費用、また負担金補助及び交付金におきます消防救急無線デジタル化共同整備

事業に係ります追加費用9,122万6,000円、高機能指令センター整備事業負担金の追加費用

であります3,095万4,000円を追加する内容となっております。合計１億2,218万円の負担金

補助となるもので、総合計１億2,243万円の内容でございます。 

 このことが本予算書22ページに移りまして、消防施設費１億2,243万円の追加となるもの

でございます。 

 10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費42万円を追加し、5,889万8,000円は、人件

費の内容でございます。 

 ２項小学校費、１目学校管理費35万5,000円を追加し、8,240万7,000円は、人件費及び浦

幌小学校教員住宅、上浦幌中央小学校校舎におきます内部小破修繕に対応する追加費用で、

説明資料43ページから44ページにかけて記載のとおりでございます。 

 23ページに移りまして、３項中学校費、１目学校管理費42万3,000円を減額し、5,432万

8,000円は、中学校２校におきます電気料金値上げに対応するものと説明資料44ページに記

載のとおり、教育用コンピューターの執行残に伴います更正減の内容であります 

 ２目教育振興費８万9,000円を追加し、1,022万8,000円、４目スクールバス管理費８万

5,000円を追加し、6,170万5,000円は、いずれの目も人件費の内容でございます。 

 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費51万6,000円を追加し、6,674万4,000円は、人件費の内
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容でございます。 

 次に、24ページをお開き願います。５項社会教育費、１目社会教育総務費33万8,000円を

追加し、3,147万4,000円、３目博物館費20万8,000円を追加し、227万6,000円、７目図書館

管理費15万8,000円を追加し、3,787万8,000円は、いずれも人件費が主な補正の内容となっ

ております。なお、３目博物館費におきます12節役務費につきましては、説明資料45ペー

ジに記載のとおり、絶滅危惧種に指定されております海洋鳥類の展示対応に伴います追加

費用でございます。また、７目図書館管理費におきます18節備品購入費につきましては、

説明資料45ページに記載のとおり、指定寄附を財源とした図書購入の整備を図るものでご

ざいます。 

 ６項保健体育費、１目社会体育総務費５万3,000円を追加し、863万5,000円、３目給食セ

ンター管理費22万4,000円を追加し、8,777万4,000円は、人件費の内容が主な補正内容でご

ざいますけれども、３目給食センター管理費におきます11節需用費につきましては、給食

センターボイラー室における換気修繕に対応する追加費用でございます。 

 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 お諮りをいたします。 

 一般会計補正予算審議中でございますけれども、ここで暫時休憩したいと思いますが、

いかがですか、よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 それでは、よって暫時休憩いたします。 

 

午後 ０時０６分  休憩 

午後 １時２８分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 休憩前に一般会計補正予算の提案説明をお聞きしてございますので、審議に入っていき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、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 選挙費について伺いたいと思います。 

 金額的なことでとやかくということではないのですけれども、議案の歳出の部分にあり

ます工事請負費150万、それから債務負担行為で一般会計補正予算の説明資料の５ページに

債務負担行為として175万計上されております。それで、このことについて工事請負費の関

係ですが、今12月選挙ありますね、そこらじゅう看板、町内60カ所ぐらいですか、ポスタ

ー掲示板設置しています。この後知事、道議選、４月に入るとありますね。多分知事、道

議選とその後の地方統一選挙ではそのまま撤去しないで利用されるような対応だと思うの

ですが、衆院選終わったら一回撤去するのですか、その辺の関連です。ちょっと説明くだ
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さい。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまご質問ありました選挙費、衆議院議員の選挙に係る内容だった

というふうに思います。衆議院議員選挙につきましては、専決処分をもってその対応とい

うことでお願いをさせていただいたものでございます。その中身につきましては、専決処

分でございますので、先ほど報告、承認をいただいたものでございます。この中身は、先

ほどご質問ありました工事請負費150万ということでなっております。おっしゃるとおり、

一旦設置をして、撤去すると、一連の工事の請負ということでなってございます。ただ、

先ほどの債務負担に係りました北海道知事、道議選挙、これにつきましては26年度と27年

度、２カ年にどうしても年度末の関係ございましてわたるものですから、その区分では26年

度予算と27年度予算の中では工事の設置と撤去費と分けざるを得ないということで、年度

区分上の問題だということでご理解いただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 わかりました。大体私の認識と変わらないのですが、この話なぜするかとい

うと、今非常に暖かくて、しばれていないのです。工事しっかり今やっているのだと思い

ます。これが例えば３月の末の設置になりますと、例年というか、統一地方選のときよく

あるのですが、くいが刺さらないのです。刺さらなくて、大風で倒れたり、いろんなこと

起きていますから、せっかくお金かけるのにもったいないなという思いがあります。例え

ばこれ撤去しなければならない決まりになっているのか、くい残して、すぐやれるよと、

同じ業者さんやるのかどうかちょっとわからないですが、そういうことを思うものですか

ら、ちょっともったいない費用になるのでないかなというようなことを心配しているので

す。いかがでしょう。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問について説明させていただきます。 

 おっしゃるとおり、せっかく設置をして、１年も満たない何カ月の間だということで、

確かにもったいないという部分がございます。これは選挙費用でございますので、報道で

もいろいろ言われているとおり、この費用に係るものとしてなってございますし、またポ

スターについては一定期間の期限がございますので、それが過ぎるとやはり撤去せざるを

得ないということになってございますので、おっしゃる向きは重々承知しているわけであ

りますけれども、そういった制限があるということでご理解いただきたいと思います。た

だ、おっしゃる中で、冬期から春にかけての対応としては、過去のことからそういったこ

とのないように十分注意してまいりたいなというふうに思っておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 
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〇二瓶議員 説明資料の36ページになると思います。援護事業費という中で、今回も燃料

が高騰しているという中で福祉灯油ということの中身であります。そしてまた、オール電

化についてはそれ相当分の現金を支給されるという説明がありました。そこで、これは町

長にお聞きしたいのですけれども、町長は以前からこの町に住んでよかったというような

ことも含めてたびたび申されております。そういった中において、本当に福祉灯油、オー

ル電化の補助金だけでいいのかなと、私は以前にも申し上げたことございますけれども、

灯油も高くて買えない方もいらっしゃるということは事実でございます。そういった中に

おいては、本町においてペレット、これは平成16年でしたか、京都議定書の中でＣＯ２削

減、そして地域においての資源はないかという中からペレットストーブ、あるいはペレッ

トの利用ということで産炭の基金を使った経過もございます。それらも含めて、今後本当

にこの町内に住む方々の特に冬期間、灯油、これも高いのだと、そしてまたそういった中

でまきをたいている方々もいらっしゃいます。その人方については、頭の中には描いてい

ると思いますけれども、今後においてどのような考えを持っているのか、町長にちょっと

伺っておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 今回補正の提案をさせていただいたものにつきましては、福祉灯油

給付事業でございますが、この福祉灯油給付事業というのは冬にたく灯油が近年高騰が続

いていると、高値どまりだということで、その高騰という部分を補うというものの福祉灯

油事業の内容でございますので、灯油というようなものに昨年は限定させていただきまし

た。また、今年につきましては、北電が11月１日に一般家庭の電気料を値上げいたしまし

たので、オール電化という部分につきましても今回対象としてみました。この事業におき

ましては、冬の暖房をとる燃料代の補助事業というような形で捉えております。その燃料

は、灯油にいたしましても電気料にいたしましても近年値上げをいたしまして高騰という

ようなものが続いていますので、その高騰、高値どまりを補うというようなことで支給を

させていただいているということでご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 るる説明をしていただいたことに対しては、本当に理解できるものです。そ

こで、先ほど申し上げたのは、そういったことも含めて町長にお聞きしたいということで

申し上げたわけでございます。町の方針として、ちょっと色気がないといいますか、去年

と同じように提出すればいいのかなと、ただそれだけのものにしかどうしても見えない部

分があったことも含めて町長にお聞きしたいということを申し上げたのです。今説明あっ

たように、燃料が高騰した、電気料金も高騰したということは当然でございますけれども、

それらを暖房にしている人ということでございますけれども、まきをたいている人でも電

気料金が上がればやっぱり生活には大変な支障を来すのです。本当にこの浦幌の町に住ん

でよかったということであれば、町の方針としてトップがこういうことでやるのだという
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心構えみたいのがあれば、お聞きしたいなと思って私は聞いたのでございます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 福祉灯油の件でございますけれども、二瓶議員言われるとおり、24年から25年

にわたりまして２年間にわたって福祉灯油の支給をさせていただきました。これは、原油

高騰ということで急激な値上がりがあったということで、それに対して年末控えて大変だ

ということで24年、ほかのまちに先駆けて浦幌町としては支給させていただきました。そ

れが今続いているということであります。今二瓶議員が言われるのは、その趣旨について

は十分わかるけれども、この後ないのかと、まきのことについてどうなのだという話にな

るかなというふうに思いますけれども、まきストーブを使われている方も確かにいらっし

ゃいます。ただ、その方も一応灯油、燃料としてでなくても風呂とかそういうものについ

て灯油を使われているということでありまして、まきしか使っていないという家庭につい

ては調査の結果いらっしゃらないということでありますから、福祉灯油の部分についても

十分住民の方には利用されるのではないかということで、今引き続き福祉灯油を支給させ

ていただいているという状況であります。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 土木費の公営住宅建築費、説明資料の42ページなのですけれども、労務単価

の改定、これに伴ってこのたび町のほうで実態調査ということでやられて、私たちもその

結果を見ているのですけれども、調査対象が67件で、それでいろいろ町の広報にも出てい

るのですけれども、この調査の概要について、これは事業者相手に調査したのですよね、

少しご説明いただければと思って。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問についてご説明させていただきます。 

 労務単価の件につきましては、以前からいろいろなお話ございまして、この労務単価改

定に伴います今後の対応として、事業者の方にその内容についてアンケートをとりたいと

いうことでさせていただきました。その結果、今おっしゃるとおり事業者のほうに周知を

図りながらご協力いただいたという形でございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 この実態調査について、私も内容については詳しくは、その数字だけ見て読

むことはなかなかできないのですけれども、これを見ると賃金の適用という面についても、

それから福利厚生というのですか、経理上は厚生年金、それから社会保険、こういったも

のの適用についても本当に適用されている。よく町の出した事業にのっとって従業員に対

しているという様子が見られるように思うのです。その点に関してはそのとおりでよろし

いのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 総務課長。 

〇鈴木総務課長 先ほどもお話しさせていただきました。ただいまの質問については、説

明させていただいたとおり、事業者の方に趣旨にご協力いただいて回答を得ておりますの

で、こちらとしてはその向きを捉えているというところでございますので、ご理解いただ

きたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第81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２５ 議案第８２号 

〇田村議長 日程第25、議案第82号 平成26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 28ページをごらん願います。あわせまして、説明資料46ページをごらん

願います。議案第82号 平成26年度浦幌町町有林野特別会計補正予算。 

 平成26年度浦幌町の町有林野特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ479万1,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ１億41万1,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成26年12月１日提出、浦幌町長。 

 29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説明を省略させ

ていただきます。 

 次に、30ページをごらん願います。歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきま

しても説明を省略させていただきます。 

 このたびの補正につきましては、立木の売払収入、前年度繰越金、消費税額の確定に伴
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います補正でございます。 

 31ページをごらん願います。２、歳入、２款財産収入、２項財産売払収入、１目不動産

売払収入1,142万円を追加し、3,742万2,000円、１節立木売払収入1,142万円の追加でござ

います。 

 ３款繰入金、２項１目基金繰入金1,527万8,000円を減額し、ゼロ円、１節基金繰入金

1,527万8,000円の更正減でございます。 

 ４款１項１目繰越金864万9,000円を追加し、865万9,000円、１節前年度繰越金864万

9,000円の追加でございます。 

 次に、32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479万1,000円を

追加し、2,103万9,000円、２節給料、３節職員手当等、４節共済費、これにつきましては

給与改定に伴う追加でございます。25節積立金、基金積立金452万2,000円の追加でござい

ます。27節公課費、消費税19万円の追加でございます。 

 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82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２６ 議案第８３号 

〇田村議長 日程第26、議案第83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 33ページをお開き願います。あわせまして、説明資料は47ページをごらん

願います。議案第83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２回）は次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算の補正） 
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 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ23万9,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ８億8,683万2,000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12月１日提出、浦幌町長。 

 次のページの34ページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに35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。 

 36ページをごらん願います。２、歳入、８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金22万1,000円を追加し、１億223万1,000円。 

 10款諸収入、３項雑入、３目一般被保険者返納金１万8,000円を追加し、１万9,000円。 

 37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

22万1,000円を追加し、2,779万4,000円、人件費の追加であります。 

 １款総務費、２項徴税費、１目賦課徴収費１万8,000円を追加し、208万6,000円、十勝市

町村税滞納整理機構の負担金について、国民健康保険税の引き継ぎ額に対する案分率が確

定したことから追加をするものでございます。 

 以上で提案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を申し

上げます。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83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２７ 議案第８４号 

〇田村議長 日程第27、議案第84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。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 38ページをお開き願います。あわせまして、説明資料は48ページをごらん

願います。議案第84号 平成26年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算。 
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 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60万9,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ8,395万8,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成26年12月１日提出、浦幌町長。 

 次のページ、39ページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに40ページの歳入歳出補正予算

事項別明細書、１、総括は省略をさせていただきます。 

 次に、41ページをごらん願いたいと思います。２、歳入、２款繰入金、１項他会計繰入

金、１目一般会計繰入金６万4,000円を追加し、3,621万1,000円。 

 ４款諸収入、２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金44万5,000円を追加し、49万

5,000円。 

 ２目還付加算金10万円を追加し、11万円。 

 42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

６万4,000円を追加し、580万1,000円、人件費の追加であります。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金44万5,000円を追加し、49万

5,000円。 

 ２目還付加算金10万円を追加し、11万円。 

 これにつきましては、歳入歳出いずれも被保険者１人分の保険料の減額に伴う保険料の

還付金及び還付加算金を追加するものでございます。 

 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を申し

上げます。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84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。 
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    ◎日程第２８ 議案第８５号 

〇田村議長 日程第28、議案第85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。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 43ページをお開き願います。議案第85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３回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ39万4,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ６億8,681万6,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成26年12月１日提出、浦幌町長。 

 次のページの44ページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに45ページ、歳入歳出補正予算

事項別明細書、１、総括は省略をさせていただきます。 

 46ページをごらん願います。６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金39万

4,000円を追加し、１億2,150万4,000円。 

 47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

15万8,000円を追加し、1,121万2,000円。 

 ４款１項地域支援事業費、３目包括的支援事業費23万6,000円を追加し、2,144万8,000円。 

 歳入歳出いずれも人件費の追加であります。 

 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85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。 
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    ◎日程第２９ 議案第８６号 

〇田村議長 日程第29、議案第86号 平成26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 48ページをごらん願います。議案第86号 平成26年度浦幌町浦幌町

立診療所特別会計補正予算。 

 平成26年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ134万7,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ２億7,809万8,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成26年12月１日提出、浦幌町長。 

 49ページの第１表、歳入歳出予算補正につきましては説明を省略させていただきます。 

 50ページをごらん願います。歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましても

説明を省略させていただきます。 

 今回の補正予算の内容につきましては、歳入につきましては繰越金の確定に伴う補正、

歳出につきましては給与の改正等に係ります人件費の補正でございます。 

 51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

繰入金761万3,000円を減額し、8,323万4,000円は、一般会計からの繰入金の減額でござい

ます。 

 ２款１項１目繰越金896万円を追加し、946万円は、前年度繰越金の確定に伴う追加でご

ざいます。 

 52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24万8,000円

を追加し、4,672万6,000円。 

 ２目医業費109万9,000円を追加し、２億3,105万6,000円。 

 いずれの目も人件費に係り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。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。 
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 これより議案第86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３０ 議案第８７号 

〇田村議長 日程第30、議案第87号 平成26年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 53ページをごらん願います。議案第87号 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８万1,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ３億7,680万9,000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12月１日提出、浦幌町長。 

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

 55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。 

 56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、前年度繰越金の追加と人

件費の追加補正をするものでございます。 

 ２、歳入、５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金784万3,000円を減額し、

２億2,384万3,000円、一般会計からの繰入金の更正減でございます。 

 ６款１項１目繰越金792万4,000円を追加し、842万4,000円、前年度繰越金の追加でござ

います。 

 ３、歳出、２款事業費、１項下水道建設費、１目下水道建設費８万1,000円を追加し、

9,873万6,000円、２節給料、３節職員手当等、４節共済費の追加につきましては給与改定

に伴う人件費の追加でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 
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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87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３１ 議案第８８号 

〇田村議長 日程第31、議案第88号 平成26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 57ページをごらん願います。議案第88号 平成26年度浦幌町個別排水処

理特別会計補正予算。 

 平成26年度浦幌町の個別排水処理特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ13万4,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ5,489万5,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成26年12月１日提出、浦幌町長。 

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

 59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。 

 60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、前年度繰越金の追加と人

件費の追加補正をするものでございます。 

 ２、歳入、４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金62万2,000円を減額し、

2,642万6,000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75万6,000円を追加し、95万6,000円、前年度繰越金の追加でござい

ます。 

 ３、歳出、１款総務費、２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費13万4,000円を追

加し、1,899万8,000円、２節給料、３節職員手当等、４節共済費の追加につきましては給

与改定に伴う人件費の追加でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第88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３２ 議案第８９号 

〇田村議長 日程第32、議案第89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 61ページをごらん願います。説明資料につきましては、49ページをごら

んおき願います。議案第89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71万2,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ４億4,538万6,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成26年12月１日提出、浦幌町長。 

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

 63ページの歳入歳出予算事項別明細書の１、総括は省略させていただきます。 

 64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、一般管理費及び施設管理

費の浄水場における機械借り上げ料に係る追加補正をするものでございます。 

 ２、歳入、４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金71万2,000円を追加し、

１億1,908万6,000円、一般会計からの繰入金の追加でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費21万2,000円を追加し、2,715万

7,000円、２節給料、３節職員手当等、４節共済費の追加につきましては給与改定に伴う人

件費の追加でございます。 

 ２目施設管理費50万円を追加し、7,781万1,000円、14節使用料及び賃借料50万円の追加

につきましては、説明資料に記載の浄水場取水施設の土砂撤去に係る機械借り上げ料の追
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加でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第89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３３ 諮問第２号 

〇田村議長 日程第33、諮問第２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。 

 提出者からの説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて。 

 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の

規定により、議会の意見を求める。 

 平成26年12月１日提出、浦幌町長。 

 氏名は、永澤厚志であります。生年月日は昭和29年２月20日生まれ、60歳。住所は、浦

幌町字東山町10番地27でございます。 

 現在浦幌町には３名の人権擁護委員さんがおられますが、また法務大臣より委嘱されて

おられますけれども、現在の擁護委員であります飯居暢氏につきましては平成27年３月

31日をもって任期満了となりますことから、新任の候補者として永澤厚志氏を推薦するも

のであります。永澤氏につきましては、人格、識見ともに高く、広く社会の実情に通じて

おられますことから、人権擁護委員としての深い理解のある方でありますので、人権擁護

委員候補者として選任し、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年間でございますので、よろしくお願いを申し上げま

す。 

 以上で説明を終わります。 

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２号は、永澤厚志氏を人権擁護委員候補者として
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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。 

 永澤厚志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２号 人権擁護委員候補者の推薦についての件は、永澤厚志氏を適任で

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12月６日までの５日間休会とし、12月

７日日曜日は休会の日ですが、多くの町民の皆さんに傍聴していただく日曜議会として午

後１時30分から本会議を開くことにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、あすから12月６日までの５日間、議事の都合により休会とし、12月７日は日曜

議会として午後１時30分から本会議を開くことに決定をいたしました。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 ２時１３分 


