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開議 午前１０時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は10名です。 

 定足数に達しておりますので、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。 

 河内委員長。 

〇河内議会運営委員長 議会運営委員長報告をいたします。 

 平成27年第３回浦幌町議会定例会、本日11日の運営について９月８日午後、議会運営委

員会を開催し、協議をいたしましたので、報告をいたします。 

 本日の日程は、一般質問と平成26年度決算審査を予定しております。一般質問は、通告

順に澤口敏晴議員、河内富喜議員、差間正樹議員、福原仁子議員の４名より５項目の通告

がなされております。質問順につきましては、通告順に指名されるよう議長に申し入れて

おります。一般質問に続き、平成26年度決算審査に入ります。質問者は、通告内容に沿っ

てわかりやすい質問を心がけていただきますようお願い申し上げますとともに、活発な議

論を期待いたしまして、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 一般質問 

〇田村議長 日程第２、一般質問を行います。 

 一般質問は、浦幌町議会会議規則第61条第５項及び同条第６項の規定により、一問一答

方式により行います。質問時間については質問、答弁を含め45分以内とし、発言残時間に

ついては場内掲示板に表示をされます。なお、制限時間３分前には予鈴を１回、終了では

終了鈴を２回鳴らしますので、議員並びに理事者、説明員の皆さんにはわかりやすい質問、

答弁となるようご協力のほどをよろしくお願いいたします。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 初めに、２番、澤口敏晴議員の質問を許します。 

 ２番、澤口議員。 

〇澤口議員 それでは、通告に従いまして、一般質問をいたします。 

 森林の整備計画についてご質問をいたします。森林は緑のダムとも言われ、特に天然林

は人工林に比べ保水力にすぐれている。しかし、森林は住民の生活をも破壊しかねない自

然災害をもたらすことも事実であり、人間の管理を必要としています。近年、森林伐採が

活発に進められておりますが、その背景には浦幌町内の森林の多くが伐期を迎えている。
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また、この伐採木の利活用については、さらなる木材産業の活性化に期待をするところで

もあります。 

 そこで、次の２点について伺います。１点目、近年森林伐採が活発に進められているが、

浦幌川は浦幌町の水源として、住民はもとより家畜においても生命の源であり、浦幌川を

守るために伐採跡地への植栽をどのように実施していくのか。 

 ２点目、町有林についても毎年約30ヘクタールを伐採し、跡地には植栽を行い、森林資

源の計画的な環境保護も図っているものと思われるが、特に最近ふえているこのような放

置状態の伐採跡地について改善することが必要と考えるが、現在の伐採跡地を解消するた

めに植栽に対し補助制度はあるが、さらなる充実すべく補助制度を導入する考えはないか、

この２点を伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 澤口議員のご質問にお答えします。 

 浦幌町の森林面積は５万4,116ヘクタールと本町の総面積の74％を占め、町有林を含む一

般民有林は３万840ヘクタール、そのうちカラマツ及びトドマツを主体とした人工林は１万

5,430ヘクタール、人工林率は50％で、その主体となるカラマツの約半数は林齢40年を超え

る森林となっており、このような林齢の構成であるため、現在伐期を迎えている森林では

活発な伐採作業が行われており、木材の価格や流通も堅調に推移している状況となってお

ります。 

 １点目の伐採跡地への植栽の実施についてでありますが、浦幌川を水系としている本町

において、水源を初めさまざまな恩恵を永続的に享受していくためには、特に森林の保全

を重要視すべきものと考えているところであり、その中でも収穫期により伐採した後の植

栽については、森林資源の循環利用や国土の保全など公益的な機能の発揮に欠かせないも

のと認識しております。 

 伐採跡地への植栽に関しましては、町有林を含む町内の一般民有林では毎年160ヘクター

ル、約40万本の植栽が森林経営計画に基づき計画的に行われております。現在の森林構成

では伐採面積が植栽面積を大きく上回る状況が続き、伐採跡地の増加が懸念されるところ

ですが、今後も森林所有者に対して本町における森林経営計画の作成促進を図り、経営に

基づいた的確な森林管理を推進したいと考えております。 

 また、適切な森林管理を行い、持続可能な森林の利用と保護を図ることを目的として、

十勝全域で森林認証制度の取得に向けた作業を進めており、的確な施業の実施に向けて関

係機関と連携を図り、伐採跡地への植栽の取り組みを推進してまいりたいと考えておりま

す。 

 ２点目の伐採跡地への対応とさらなる補助制度の導入についてでありますが、現在本町

においては植栽に対する補助制度として国の森林環境保全整備事業に加え、道費及び町費

を合わせた未来につなぐ森づくり推進事業のほか、町単独事業として人工林保育事業、除
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間伐緊急対策事業を実施し、伐採跡地への植栽に係る負担軽減策を講じているところです

が、最近植栽が行われない伐採跡地も散見されることから、町といたしましては森林所有

者との対話やアンケート等により実態把握に努め、持続可能な森林の保全に向け対応して

まいりたいと考えております。 

 以上、澤口議員への答弁といたします。 

〇田村議長 ２番、澤口議員。 

〇澤口議員 浦幌町内での伐採跡地の面積及び森林所有者の町内在住、不在の状況につい

てお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまご質問のありました浦幌町における伐採跡地についてでござい

ますけれども、北海道が管理いたしております森林資源データからの数字になりますが、

平成26年度末では計画的に植栽を実施する面積も含めまして約1,447ヘクタールが伐採跡

地となっております。本町の森林面積の約５％を占めるという割合となっております。 

 また、森林所有者に関しましてですが、町内在住者が152人、面積といたしまして796ヘ

クタール、また町外在住者が68人で面積は651ヘクタールということになっておりまして、

伐採跡地の全体の比率で申しますと、町内在住者の面積が約55％、町外在住者の面積が約

45％という状況になってございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ２番、澤口議員。 

〇澤口議員 伐採跡地の解消に向けた現在の取り組み状況と今後の対応についてお伺いい

たしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問ありました伐採跡地解消の取り組みと今後の状況につ

いてでございますけれども、本町森林整備計画の実行管理と推進を目的としまして、町内

に森林を所有する指導林家、製材加工業者の皆さんや森林組合、十勝総合振興局などの関

係メンバーで組織しております浦幌町森林整備実行管理推進チームという中で、年に数度

ですけれども、造林未済地の解消をテーマに議論を重ねているところでございます。今後

の対策におきましては、そういったことを生かしていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 また、北海道におきましては、長期間植栽されていない人工林の伐採跡地の所有をして

おります森林所有者に対しまして、植栽への意向を把握するためのアンケート調査が実施

されているところでございまして、その結果が示された後にそれらも参考にしながら今後

の検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 
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〇田村議長 ２番、澤口議員。 

〇澤口議員 浦幌町においては、林業も重要な産業の一つでありますので、将来に向けて

希望の持てるような産業として長期的な視野での対策の検討をしていただき、取り組んで

いただきたいと思います。 

 質問を終わります。 

〇田村議長 これで澤口敏晴議員の一般質問を終わります。 

 次に、８番、河内富喜議員の質問を許します。 

 ８番、河内議員。 

〇河内議員 通告に従い、一般質問をいたします。 

 新電力への乗りかえで財政軽減ということでございます。電力の自由化、規制緩和につ

いては、平成12年度以降段階的に進められ、平成17年には契約電力50キロワット以上の高

圧契約需要家に限り自由化されました。しかし、実際には一般電力使用者の地域独占は大

きく変わることはなかった。そこで、国は電力システム改革に関するさらなる改革案とし

て、25年11月に広域系統運用の拡大、26年６月には小売及び発電の全面自由化、27年６月

には法的分離方式による送配電部門の一層の中立性の確保など改革に必要な電気事業法案

が国会で可決されております。 

 東日本大震災以降、原子力発電所の運転停止の影響もあり、北海道電力では平成25年９

月から高圧契約需要家向けを11％値上げ、平成26年11月から16.48％、軽減措置による。ま

た、平成27年４月から20.32％と大幅値上げが行われている。電力の自由化については、先

進国としておくれているとの批判もあり、国も積極的に推し進めているが、新電力、平成

24年度のシェアは3.5％と停滞している。しかし、道内においても札幌市、小樽市、旭川市、

苫小牧市、管内では帯広市、音更町が既に新電力に乗りかえている。削減額はおおむね10％

前後となっている。 

 そこで、次の２点についてお伺いいたします。１点目、行政が負担する平成24年度値上

げ前の電気料と平成26年度値上げ後の電気料は幾らになりますか。電気料の負担軽減を図

るためどのような対策をとってきましたか。 

 ２点目、電気料値上げの根拠となっている総括原価方式については批判的な意見がある。

行政施設には、電力の負荷率、契約電力に比べ電気の使用量が低い施設が多いため、新電

力への乗りかえ効果が期待できる。また、本年６月成立した電気事業法改正案などの実施

により、新電力の電力供給が向上することになる。電気料の財政負担軽減には必要不可欠

であり、新電力への乗りかえを検討すべきと考えるが、町のご見解を伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 河内議員のご質問にお答えいたします。 

 １点目の行政が負担する平成24年度電気料と平成26年度電気料についてでありますが、

町が直接負担する電気料金は、北海道電力の値上げ前の平成24年度が6,910万円、値上げ後
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の平成26年度については8,298万円であり、1,388万円、20.1％増となっております。また、

電気料の負担軽減を図るためどのような対策をとってきたかについては、平成24年11月か

ら毎年夏季と冬季に節電に向けた浦幌町集中対策プランを策定し、役場庁内及び各公共施

設等において不必要な照明の消灯、エアコンが設置されている施設における設定温度の見

直しなど、来庁者や執務室の状況、職員の健康などに配慮するとともに、各職場における

創意工夫と自主性のもと節電対策を行い、電気料の負担軽減を図ってきたところでありま

す。 

 ２点目の新電力への乗りかえの検討についてでありますが、平成25年５月に新電力の事

業者から提案があり、導入した際の電気料金削減額について試算を行ったところでありま

す。当時の試算では、対象となる高圧電力の契約を締結している公共施設16施設において

2.9％、113万円の削減効果が見込まれたという内容でありました。しかしながら、災害時

における停電の優先的な復旧や安定的な電気の供給が第一であり、この点について不安が

残ることから、これまで導入は行っておりません。今後においては、ご指摘のように北海

道内、十勝管内において新電力を導入している自治体もあり、増加傾向にもありますので、

既に導入している自治体から情報収集を行い、新電力導入におけるメリット、デメリット

について検証した上で、導入に向けた検討をしてまいります。 

 以上、河内議員への答弁といたします。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 るるご説明いただきました。 

 24年度の電気料6,910万円、値上げ後の電気料が8,298万円、1,388万円最終的には値上げ

になっているということで、20％近い増になっているということでございますが、これに

ついては節電に向けた浦幌町集中対策プランを策定し、いろいろ役場庁舎ほか公共施設に

おいても節電に努力されているということが今お示しいただいたわけですが、２点目の平

成25年５月に新電力の事業者から提案があって試算を行っているということでございます

が、その時点で公共施設16施設において2.9％、113万円の削減効果が見込まれるという内

容だということでございますが、考えてみますと25年５月ですから、値上げ前の数字を対

象にして削減額を試算されていると思いますが、値上げ後の削減額、どのぐらいになるか

ということの試算は行っておりますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 今ご質問がありました新電力に関しましての試算についてでございます

が、当時平成25年５月に事業者さんのほうから提案があったということで、その段階にお

いては試算をしてございます。その後、いろいろな不安要素もあるということの中で、そ

れ以降については試算は行ってございません。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 実は、ここに帯広市の資料があるわけですが、これによりますと値上げ前は
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4.35％の削減を試算していたが、値上げ後の試算になると8.5％と、約倍までもいきません

けれども、倍近い効果があるということがここで示されております。このような形で、今

後この削減効果については十分検討に値する状況が今あるのかなと考えているところでも

あります。また、災害時における停電の優先的な復旧や安定的な電気の供給が第一で、こ

の点について新電力へ乗りかえをしたときに非常に不安であるということは当然のことで

あり、このことについても十分検討がなされるべきであろうと思うわけでありますが、実

はこの電気事業法改正案の中で非常にこのことについてこの辺のバックアップといいます

か、安全性をより新電力へ高めるためにいろいろ義務づけがされております。新電力への

義務づけとしてベース電源の確保、これは言うなれば24時間、幾ら使用時間が削減しよう

と、24時間電力を供給できるだけのベース電源は確保しなさいよということであります。

それと、バックアップ電力、これは30分同時同量ということで義務づけを行っております。

このことについては、新電力に30分間、バックアップ電力については対応する義務づけを

行っております。そのことによって、もしこのことができない場合は、非常に大きなペナ

ルティーが課せられるということでございます。その２点がまず安定供給のための義務づ

けがされているということと、また先ほどもお話ししたように、電気事業法改正案、大き

くは３点、広域系統運用の拡大、小売及び発電の全面自由化、法的分離方式による送配電

部門の一層の中立性の確保、このことが義務づけられております。それと、よく誤解され

ることとして、これから来年電力の完全自由化ということで一般家庭にもこのことが広ま

っていくわけですけれども、あくまでも新電力というのは管理契約会社ということでござ

いまして、電力会社と利用者を結ぶものは従来と何ら変わることない。この地域であれば

北電の従来配線のそういったインフラによって利用者に電力が供給されるということでは

全く変わらないという事実があるわけで、恐らく今導入が進んでいる札幌市、小樽市、旭

川市、苫小牧市、管内帯広市、音更町においては、この辺を十分精査した中で判断をされ

ているものと思っております。 

 それで、次にお聞きしますが……１番、２番とちょっと前後しました。１番についてお

聞きしたいことで、指定管理会社については当然先ほどの示された料金に入っていないと

思われますが、いかがですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 先ほど町長のほうから答弁ありましたように、町が直接負担する分の数

字ということでご理解願えればと思います。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 話が飛んで申しわけありません。指定管理会社の電気料については、先ほど

の中に入っていないということですので、恐らくこれらの指定管理者の施設も新電力へ移

行することによって管理経費を削減することも可能でないかな。指定管理者についての管

理経費については、指定管理会社の範疇だということだろうと思いますけれども、間接的
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には町が負担していることには変わりはないわけでありまして、これらについても対象と

して今後考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 河内議員からご質問のとおり、現在スポーツセンターとか、それからスイミングプール、

留真温泉と、ほかにも指定管理を行っておりますけれども、さきに町長から答弁のとおり、

今後においてメリットやデメリットを検証しながら総体的に導入に向けての検討をしてい

くということで、一体的にほかの施設も踏まえながら検討をされるものということで理解

しております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 結論としては、今後十分精査した中で新電力、信頼できるよいパートナーを

選ぶことが大切であると思います。私の資料によりますと、非常に大手の資本も入った信

頼できる会社も数多くあります。ぜひ今後ほかの町村の情報も得ながら、できるだけ信頼

のできる新電力会社といろいろ情報収集をしながら検討をしていただきたいと思います

が、最後にこのことをお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 議員ご指摘のとおり、電気料金の値上げによりまして町財政の大きな負担に

なっているというのはご指摘のとおりでありまして、これをどう解消するかということも、

また我々としても近々の課題だというふうには認識をしているところであります。ご指摘

のように、新電力を活用したらどうだというご指摘でありますけれども、まさに新電力も

当初出ましたときは、最初の答弁でお話ししたとおり検討させていただいた経緯はありま

す。ただ、その中で、いわゆる新電力への責任能力があるのかどうかということも含めて、

やはり公的機関としては町民の安全、安心を第一にすべきだという観点から、なかなか現

状としては踏み切れなかったというような状況であります。ただ、その後地方自治体とし

ても先行的に進めている町村もあるということでありまして、特にそれは事業者が所在地

にあるということも大きな要因だろうというふうに思いますけれども、ただその新電力が

今実際に使っている先行事例がありますから、浦幌町としましても先行事例を参考にしな

がら今後新電力の活用については前向きに考えていく必要があるのかなというふうに思っ

ているところでありまして、ご指摘のように今後とも新電力の責任能力の推移も含めなが

ら検討してまいりたいというふうに考えておりますので、ご了解をいただきたいと思いま

す。 

〇河内議員 終わります。 

〇田村議長 これで河内富喜議員の一般質問を終わります。 
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 次に、３番、差間正樹議員の質問を許します。 

 ３番、差間議員。 

〇差間議員 それでは、通告に従いまして、質問いたします。 

 道道直別共栄線改良に伴い、平成28年度末の供用開始を目指し、厚内川に新たな橋の建

設工事が進んでいる。この橋の名前について、町のホームページで発表されております。 

 私は、この件で次の３点について伺います。１番、広報とホームページで新しい橋梁の

名前が募集されたが、決定はホームページのみでされている。両方で募集されたものは両

方で知らせるべきと思うが、ホームページのみで発表した理由についてお伺いします。 

 ２番、ホームページに掲載されていた平成かもめ橋という名称に決まった経緯について

伺います。 

 ３番、地名や橋についても、今後歴史のあるアイヌ語由来の名前にするべきと思うが、

どのように考えるか。 

 以上。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 差間議員のご質問にお答えします。 

 厚内川にかかる新しい橋の名前の経緯についてでありますが、１点目の名前の募集と決

定後の周知につきましては、平成28年度末供用開始予定の橋の名前について、昨年12月に

北海道から町に対して名前を決めてほしい旨の連絡がありましたので、橋の名前募集と応

募用のチラシを１月末発行の広報２月号で厚内在住の小学生以上の方を対象に募集をさせ

ていただきました。名前が決定したことに対する周知につきましては、９月７日からホー

ムページに掲載していますが、広報紙につきましては８月の発行に間に合わなかったため、

９月末発行の広報10月号でお知らせしますので、ご理解を願いたいと思います。 

 ２点目の橋の名前が平成かもめ橋に決まった経緯についてでありますが、募集に対して

厚内地区の皆様から多数の応募がありましたので、新しい橋の名前と名前の理由を確認さ

せていただき、決定に当たっては時代の背景も考慮しながら決定したところであります。 

 ３点目の地名や橋についても、今後歴史あるアイヌ語由来の名前にすべきについてであ

りますが、平成24年第２回町議会定例会及び平成26年第４回町議会定例会の一般質問にお

いて、北海道で作成されたアイヌ語地名リストの中に浦幌町内の地名が９カ所掲載されて

おり、今後看板標識の更新の際には標識設置の目的等を勘案し、文化的なものについては

地名表記をする場合にはアイヌ語による地名の由来等の併記をしてまいりたい旨の答弁を

してきたところであります。平成27年度においては、浦幌町教育委員会が下頃辺遺跡の文

化財周知標識の更新に当たり、下頃辺の地名解説としてアイヌ語の由来を併記した標識を

設置する予定であります。今後橋梁等の名前を決める場合には、地域の方々の意見を参考

にしながら、愛着と親しみの持てる名称にしてまいりたいと考えています。 

 以上、差間議員への答弁といたします。 
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〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 再質問いたします。 

 今回ホームページで表示されております。この河口橋と言ったらいいのか、この橋が決

定したこと、このことについてはいずれ広報とともに皆さんに案内をするということで安

心いたしました。やはり町民の中にはホームページを見る人ばかりではなくて、全く見た

ことないよという方も大変多いものですから、この点についてよろしくお願いします。 

 次に、この点について関連して質問させていただきます。このホームページの中で表示

されている新しい橋の名称、平成かもめ橋、それぞれの候補というのですか、応募した中

にはいろんな名前が出ていたと思います。その名前がホームページではアツウシナイ橋、

アッツ橋、厚楽橋、潮橋、オコッペ橋、下厚橋、それからカモメ橋、銀鱗橋、新厚橋、十

厚橋、日の出橋、平成かもめ橋となっております。どうやらこの一番下の部分に決定され

たようです。これ１件１件について、どのぐらいの応募者があったのかお教えいただきた

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。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 応募につきましては、14名の方から12件の応募がございました。ただいま差間議員から

おっしゃられました、まず１点目のアツウシナイ橋については５人の方から応募がありま

した。ほかの11件につきましては、いずれもお一人ずつから応募があったということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 それでは、応募を受けて、こういった名前が集まってから、それぞれの候補

名についてどんな検討がされたのかお聞きいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 ただいま14人の方々からそれぞれ12件の応募がありました。応募されたものにつきまし

ては、新しい橋がかかったときの情景とか、それから風景をイメージしたものとか、それ

ぞれ応募された皆様の深い思いがあったというふうに感じております。また、今回は橋の

名前とともに、その名前をつけた理由というのも併記していただいております。その中で

愛着と親しみのあるものということで決定をさせていただいたところでございます。また、

それぞれの橋につきましては、ただいま説明のとおり名称と、それぞれの方々の橋への思

い、理由が書かれていましたので、その点につきまして１件１件確認をして決定をしたと

ころでございます。 

 以上でございます。 
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〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 それぞれの橋の名前、応募された方の思い、愛着があるということですが、

アツウシナイという言葉、これには課長はどういった思いを酌み取ったのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 応募があった中でいきますと、この橋につきましては厚内の

古い地名ということで理由が書かれておりましたので、そういったものに基づきまして出

されたものであるということで、それぞれの方が古い地名に対して今度の橋に対しての思

いがあったのかなというふうに感じたところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 今課長の言われた古い地名ということで、実は私、地名情報資料室または地

名110番、こういった組織をつくって、もともとこの方は出版社に勤めていた方らしいので

すけれども、平成の大合併で全国で町名のいろいろな変更とかそういうことが行われてき

た。そのことに対して、私たちの住んでいる日本の将来に対して大変危機意識を、これは

危ないぞということで、みずからそういう地名情報資料室というものを立ち上げて、その

中でいろいろな発信をしているのです。もちろんこの方は和人です。その方が北海道に関

して、こうおっしゃっているのです。固有の歴史、自然を大事にしないで、ブランドと過

信したものにすがるのは、殖民地主義で醜くさもしい。全くきつい批判を行っているので

すけれども、北海道に対してこういったことをおっしゃっているのです。はっきり言えば、

伊達市、池田町、京極町、仁木町、月形町、沼田町、今金町、北広島市までこの人は取り

上げているのですけれども、開拓を率いた指導者や殿様の名前、移住民のルーツの地名な

どが多いですねと。先人の開拓の苦労、偉業をたたえると満足しておられるようだけれど

も、アイヌ民族の地名はどうしたのですかとこの方はおっしゃっているのです。 

 古い地名といえば、私はまさしくアイヌの使っていた言葉が古い地名の代表だと思うの

です。川、谷、海、もちろん山、人の出入りするところにその人たちの思い、熱意を込め

て地名をつけているのです。今大変悲惨な状況で台風18号で被害を受けておられて、今我々

の海にも17号が近寄ってきておりますけれども、アイヌ語の中にはこの川は氾濫するのだ

よ、こんなところに住んでいたら危ないから、しようがなしに夏の間は海の近くで住むけ

れども、ふだんは山の上に住んだほうがいいのだよということで、住居跡は山の上にあり

ます。実際に厚内にも海岸伝いの山の上に住居跡があるのです。こういったふうに、アイ

ヌは歴史の中ではっきりと熱意、思いを持って生活していたのです。この思いが全く無視

されている。この無視されているということについては、後々また私この場で議論させて

いただきますけれども、こういったことについては一体どういう考えを持っておりますか。

このアイヌの思いと今回それとは全く違った名前になったということについてお答えいた

だきたいのですけれども。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 議員がご質問されておりますアイヌ語表記につきましては、再三議員からご

指摘を受けているところでありまして、我々としても当然認識をしているところでありま

す。歴史ある地名で北海道で継承されている、そういうところにつきましては今後看板な

どを新しく設置、立てかえる際にはその語源について付記するということも取り組んでい

るところでありまして、これは今までの答弁でも再三お答えをしているとおりであります。

しかし、今度新たな構築物につきましては、地域住民に愛着を持って、またその場所が的

確にわかる、親しめる名称、そういうことで町民の皆さんから公募し、応募していただき

ました。今課長からお話ありましたように、12個の名前が応募していただいたということ

については、本当に町民の皆さんに感謝を申し上げたいなというふうに思っているところ

であります。その中で特に厚内川にかかる橋としては、これまでも厚内橋、また上厚橋な

ど厚内の地名を模した橋がかかっているという状況もあります。その中で、今度の新しい

橋については、名前聞いたらすぐその場所がわかる、そして厚内らしい地名として平成か

もめ橋ということで決定をさせていただきました。アイヌ語表記につきましては、当然こ

れからもご指摘のとおり町としても取り組んでまいりたい。今まで答弁したとおり取り組

んでまいりたいというふうに考えているところでありますけれども、このたびの新しい構

造物については、そういうことで町民の皆さんのいろんな思いをいただきながら、その中

で厚内橋がダブらないような形で決定させていただいたということでありますので、ご理

解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 質問いたします。 

 以前にも私指摘しておりますが、町長から今のお言葉はいただいているのですが、私も

この点について実は指摘をしておりまして、浦幌町郷土博物館報告、これは博物館の紀要

かな、教育委員会の方、そういったことで出されている資料ですが、その中で生剛から始

まって、この浦幌町に関係するアイヌ語地名が、永田地名解とか、今までのいろんな学者

先生が調べた中でいろいろな名前が出ております。オベッカウシ、それからオーラポロ、

それからリクンベツ、ルシン、本当にたくさんの数のアイヌ語が紹介されております。こ

の北海道は、アイヌモシリ、人間の静かな大地というのですか、そういったことで私たち

は理解しているのですけれども、事浦幌町をとるだけでも、私パソコンも余り得意という

ほうではないので、小さな紙に詰め込むだけ詰め込んでこうやって後生大事に持って歩い

ているのです。我々の浦幌町にはこれだけの地名がある。私、つらつら、つらつら勘定し

ていったら90カ所超えるのです。これ教育委員会の方、ご存じですよね。この地名の一つ

一つが鹿の移動したところとか、川が崖地にお尻をくっつけているところとか、生活に根

差した、この書いた方の言葉によりますと、アイヌ語ではたびたびそういうような表現を

つけることがあるよと書いております。この紀要を書いた方の言葉としても、何かほほ笑
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みを持って書いたようです。内容が性的な部分にも触れるものですから、そういったこと

でその方はこの地名について書いております。事ほどさように、べらぼうな数のアイヌ語

がこの我々の浦幌町内にあるのです。これは、とりもなおさず我々が浦幌町の隅々まで住

んでいたということなのです。それが全く、国は国連から繰り返し指摘されているのです

けれども、国連の先住民の権利宣言も出て、日本も批准しているはずなのですけれども、

日本に帰ってくるとこの部分が全く政府から発行されるものの中に出てこない。こういっ

たことで、自治体としても動き出しにくい。これは、町長の言葉でもあります。内閣官房

がなかなかそこまで言い出していないところまで私たちは踏み出していくことができな

い、こういった言葉をいただいております。そうではないと思うのです。ちょっと横にそ

れてしまいましたけれども、今回の平成かもめ橋に決定された、そのメンバーが誰なのか。

決定したのは、では誰なのか、これお聞きしてよろしいでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 ２月に厚内地区の方々を対象に募集をさせていただきまして、先ほどからお話しのとお

り14人の方から12件の橋の名前について応募がありましたので、まずは応募いただいたも

のを、先ほどからお話ししているとおり名前と、それからその理由について検証したわけ

なのですけれども、職員からもその応募に当たってはあくまでも参考ということで、職員

からそれについての意見ももらいながら、最終的には浦幌町として決定したところでござ

います。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 こういった物事の決定は、もちろん町長がされた。それは、私も十分わかり

ます。ただ、この過程で、私実は職員の方とお話ししましたが、我々職員で決めたとおっ

しゃったのです。私が理解しているのは、我々職員で決めたものを町長に持っていって、

町長がそうかということで、これいずれ振興局に持っていくことになると思いますけれど

も、こういった理解で間違いないですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 議員が言われるように、職員が決めたというよりは、職員の意見もいただき

ました。12個の名前が出ているということでありますから、この名前でそれぞれ町民の皆

さんの思いを寄せられた名前ということで、それぞれのまた思いもその中に書いてありま

したので、こういうものを当然職員にも見せながら、職員とどうだろうねという話はさせ

ていただきました。しかし、最終的に決定をさせていただきましたのは、先ほど答弁させ

ていただいたとおり、やっぱり地名と愛着を持つ、住民の皆さんがすぐわかりやすい名称

ということもありましたので、特に新しい構築物でありますから、わかりやすいというこ

とを視点に置きながら私として決定をさせていただいたということでありまして、職員が
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決定して私に無理強いをしたということは決してありませんので、私が決定させていただ

いたということでご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 職員の意見として、これを職員が決められた。それを町長がそうだろうとい

うことで決めたというふうに理解いたしました。ただ、その場の話し合いで、私そこまで、

町長に持っていく段まで、話しする前に私が血相変えて何でこんな名前にしたのだと怒り

出したものですから、職員の方も何ですかということになって、ちょっと言い合いになっ

たのです。 

 私の思いというのをもう一回今述べさせていただきますけれども、イギリス、スペイン、

オランダ中心に世界中が征服されていった時代に、もともとの国々の名前をその土地に命

名するというのは、これは歴史的にどこでもあることでございます。この厚内においても

私たちは……私はと言ったほうがいいのかな、私たちは、これは和人の殖民地だと私は北

海道のことを思っているのです。私たちこそが明治のころ先に住んでいた先住民族であり、

だからその当時、日本が北海道にももちろん朝鮮半島、中国、ロシアの一部南までずっと

侵攻していくのですけれども……いろんな方たちが移り住んでいくのですけれども、その

土地、その土地で日本式の名前をつけている。これは、もうずっとやってきたことなので

す。ただ、その大先輩イギリスでは、もちろん日本のそういった行いよりもはるか大規模

でやられたイギリスで、実はインド全域の測量調査をその当時したころ、1850年当時、ヒ

マラヤの山中にそれはそれは高い山があるというので、それを測量したのです。何と今ま

で私たち聞いたことのないほど高い山だというので、測量隊の名前、そこの測量局長の長

官の名前をとったらしいのですけれども、マウントエベレストとつけたらしいのですけれ

ども、ところがイギリス本国においてでさえ、そんなことしていいのか、地域の人たちの

了解とっているのかと。その1900年になる前にイギリス本国でさえひどい非難を浴びたと

いうのです。ですから、その後同じくパキスタン周辺の山を測量して歩いたら、いや、こ

こもまた高いと。だけれども、また変な名前つけたら本国で叱られるというので、記号つ

けてＫ２、それ以上踏み出していないのです。地域の住民の意思、思いを尊重していると

いうことなのです。 

 ところで、日本ではいまだに、先ほども言いました出身の藩のお殿様の名前つけたり、

開拓に功労のあった人の名前つけたり、そういったことをいまだにされて、訂正しようと

もしない。この地名110番の書いている方は、こう言っているのです。いつまでも殖民地で

あるということを意識しないで、地域の人たちを傷つけたということに思いをはせないで

こんな名前をずっとつけていたら、世界中でこんなことをやっているのは北海道だけだと

いうやばいことになりますよと、この方は言っているのです。アイヌが言っているのでは

ないのです。和人の方がこうおっしゃっているのです。私は、そろそろ私たちの思い、北

海道の歴史、アイヌモシリですね、この歴史に根差した名前にしたらどうかと思うのです。 

 町長は、今までも私の質問にいろいろ答えていただいております。やっぱり国が乗り出



- 16 - 
 

していかないところについては、なかなか町としては踏み出していけない、それは十分わ

かります。しかし、橋の名前ぐらいいいのではないですか、アイヌ由来の名前にしても。

厚内橋も上厚橋も、その中には厚という字が入っている。それで、私たちもこれはアイヌ

語とは言えないけれども、アイヌ語に由来した名前だと、これは歴史家にとっても初めて

来た方にとっても認めてもらえると思います。平成かもめ橋、これ誰がそんなことを理解

しますか、こんな名前について。一旦決めたものについて撤回するかどうか、それは町の

お考えで、私は何とか撤回してほしいと言っても、それは聞けることと聞けないことがあ

るとは思いますが、この橋の名前について私は近隣のアイヌ協会とも相談して、私たちの

ところに新しい道路ができる、新しい橋ができるというときに、私たちは歌や踊りでそれ

をお祝いする。どうだろう。私たちの組織はなかなか自分がアイヌだということを名乗り

出る方が少ないので私がやっているのだけれども、どうだろう。その方はわかったよと、

差間さんたちのところでそういった行事ができるのであれば、何とか私たちも出かけてい

ってやりたい。地域が活性化する、いろんな活発化していく。だけれども、その中に私た

ちも住民として入る権利があると思っているのです。どうでしょう。この平成かもめ橋、

私ははっきり言って我慢ならないのです。こういった名前にされたことが。歴史の何を反

映しているのか。先ほどの地名110番の方がおっしゃっているのですけれども、何とかそう

いったことで浦幌町に考え直してほしいのですけれども、どうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 差間議員のアイヌ民族に対する思いは十分わかるつもりでありますし、これ

までもそういう答弁をしてきたつもりであります。先住民族としてのアイヌ語由来の地名

が北海道にはたくさんありますし、今辞典を引き出すまでもなく、実際にはその名前、由

来でついている地名はたくさんあるということも認識をしているところであります。ただ、

一番理解していただきたいのは、やはりこのたびのものは古い地名とか古い構造物につけ

た名前ではなくて、あくまでも新しい構造物、それにつけた名前でありまして、それにア

イヌ語由来の名前をつけるというのとまた違うのではないのかなというふうに認識をして

います。これがもともとある地名、またもともとある古い構造物等々について名前を新た

につけるということになれば、そういう認識もまたしかりかというふうに思いますけれど

も、やはり新しい構造物であるだけに、町民の皆さんがわかりやすい、そして理解しやす

いというか、その名前ですぐわかる場所ということを優先的に考えながら地名をつけたと

いうことでありまして、決してアイヌ民族、先住民族の誇りを傷つけるとか、そういう考

えのもとにつけたわけではありませんので、この点はぜひ理解をしていただきたいという

ふうに思います。本当にこれが歴史ある構造物、こういうものに新たに名前をつけるとい

うことであれば、議員ご指摘のこともあろうかと思いますけれども、あくまでも新構造物

であるということをご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 
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〇差間議員 古くからある川、山、土地、そういったものにつけるのではなくて、新しい

構造物につけるということで、そういったお考えをお聞きいたしました。私は、それでも

アイヌモシリの中にある以上、何とか考え直してほしい。私たちは、実は議員間の議論の

中でも未来志向ということで私は言われております。それに関して、世界的にももう十分

回答は用意されていて、ドイツの元首相のヴァイツゼッカーという方は、問題は過去を克

服することではありません。さようなことができるわけではありません。私は、北海道が

明治以来、世界でも類例を見ないほど圧倒的なスピードでたくさんの方々が北海道に入っ

てこられて、国連でこれを返せと言っているのです。そんなことはできるわけないです。

返すことができないのなら賠償しなさいと、これははっきり人権規約委員会でおっしゃっ

ているのです。このヴァイツゼッカーという方、この言葉の後、後になって過去を変えた

り起こらなかったことにするわけにはまいりません。しかし、過去に目を閉ざす者は、結

局のところ現在にも盲目となります。私は、いろいろな現在の浦幌町にある問題について、

アイヌの視点からいろいろ今までも取り上げてきました。それを評して、未来志向でやっ

てほしいと言われました。これは、世界的には侵略した側から絶対使わない言葉なのです。

侵略された側から我々は今言ったこういう環境にあるけれども、何とか未来を考えて和人

の方々とも協力してやっていこう、こういった言い方はするけれども、アメリカ人の方が

いろんな部族の方に対してこういったことは今まであったけれども、未来志向でいきまし

ょうやと言ったらどうなるか。では何か、あなたは今までやってきたことに対して無視を

しろというのか。今回は、これに関係ないかもしれませんけれども、私はやはり何とかこ

の平成かもめ橋というのは再度再考をお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただ

きます。 

〇田村議長 答弁はよろしいですか。 

〇差間議員 はい、よろしいです。 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時１０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たいと思います。 

 次に、６番、福原仁子議員の質問を許します。 

 ６番、福原議員。 
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〇福原議員 通告に従いまして、項目別に一般質問をさせていただきます。 

 １項目め、男性の不妊治療費の助成について伺います。少子化対策、子育て支援の一環

として既に女性対象の不妊治療費を町では助成していますが、近年は不妊の半分は男性側

にも原因があることと言われています。男性の不妊治療費は、１回当たり20万から30万円

かかり、不妊に悩む夫婦の経済的な負担は大きなものがあります。 

 そこで、男性の不妊治療費に関し次の２点について伺います。１つ、男性不妊症の現状

は把握されているか。 

 ２つ、男性の不妊治療費に助成を適用する考えはあるか。 

 以上、２点について伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 福原議員の１項目めのご質問にお答えします。 

 北海道と浦幌町では、北海道が指定する医療機関で医療保険適用外の特定不妊治療を受

けているご夫婦について、経済的な負担を軽減するため北海道は１回の治療に対し15万円、

また町は５万円の助成金を上限とした特定不妊治療費助成事業を実施していますが、少子

化が進行している状況に現在あります。 

 １点目の男性不妊症の現状把握についてでありますが、不妊治療のほとんどは医療保険

が適用されないため保険者が把握できないことと、また個人のプライバシーにかかわる事

項であるため、実態がつかめない状況にあります。 

 ２点目の男性の不妊治療費の助成についてでありますが、不妊症の原因は男性、女性の

どちらにも起こり得ることであるため、女性だけではなく男性も専門的な治療が必要な場

合も考えられます。不妊治療は、手術による細胞の採取や培養等、高度な医療技術を必要

とするため、特定不妊治療費助成の対象となる体外受精や顕微授精の治療が可能な医療機

関は道内26カ所と限られております。そのうち男女ともに治療が可能な泌尿器科と産婦人

科を併設、または提携している医療機関は６カ所と少なく、男性の不妊治療が進まない原

因ではないかと考えられますが、不妊に悩むご夫婦の経済的な支援を行うため、現在男性

の不妊治療費助成の実施に向けた調査検討を行っているところであります。 

 以上、福原議員の１項目めの答弁といたします。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 この治療法は、ホルモン投与の内科的治療の薬物療法と手術による外科的治

療があると言われています。治療費の助成は、全道でも出ておりません。ですが、徐々に

全国に広がりを見せております。導入される地方自治体がふえてきているのも現状でござ

います。ぜひとも前向きに検討するということですので、期待をしております。 

 それと、治療が可能な医療機関は道内26カ所、それと提携している男女とも治療が可能

な医療機関は６カ所ということで本当に少なく、少子化の原因の一因ではないかと私は思

います。そこで、十勝管内の医療機関は現状ではあるのかどうかお聞きしておきたいと思



- 19 - 
 

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 ただいま福原議員のご質問で不妊治療を行う道が指定する機関が十

勝管内にあるのかというご質問だと思いますが、十勝管内におきましては、この26カ所の

中に不妊治療を行う医療機関は含まれておりません。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 本当に十勝管内に一カ所もないというのが現状でございます。 

 それで、これから保健福祉のほうの担当者会議がある場合には、医療機関の設置を含め

て、また議題に上げられて検討の上、道のほうに上申をしていただきたくご依頼を申し上

げ、１項目めの質問は終わらせていただきたいと思います。 

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 この特定不妊治療に当たりましては、大変高度な技術を要するとい

うようなことでありまして、帯広にある産婦人科等におかれましても、その辺の高度な医

療機器とか、そういうものもそろえないと、なかなか不妊治療というようなものは実施で

きないというのが現状と思われております。ただいまご意見がありましたので、その辺の

ところを市町村ともまた十分に協議しながら、十勝管内で治療のできる医療機関の設置と

いうのが本当に本来望ましいことだと思いますので、それらのところは町村の担当の方々

とお話をしながら、できれば十勝管内にもというようなお話をしていきたいなと考えてお

ります。 

〇田村議長 ２項目めの質問を許します。 

〇福原議員 それでは、２項目めの質問に入らせていただきます。 

 女性の不妊治療費の引き上げについて伺います。特定不妊治療費は、健康保険が適用さ

れず、１回当たりの治療費が30万円から50万円の費用がかかります。仕事を休んで受診す

る事前検査費用もかかりまして、この助成金の拡充が必要と思われます。 

 そこで、次の２点についてお伺いいたします。過去の制度利用人数と結果は把握してい

るでしょうか。 

 ２点目、人口の増加に対する町の取り組みなどについてお伺いをしておきたいと思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 福原議員の２項目めのご質問にお答えします。 

 女性の不妊治療費の引き上げについてでありますが、既に第３期まちづくり計画の後期

実施計画において助成金を拡充することで検討しているところであります。 

 １点目の過去の制度利用人数と結果についてでありますが、平成16年から浦幌町特定不
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妊治療費助成事業を実施しておりますが、過去11年間で７人の方に助成をし、治療によっ

てお子様を授かった方もおられますが、制度を利用された方が少ないため、出産された方

の人数の報告は控えさせていただきます。 

 ２点目の人口増加に対する町の取り組みについてでありますが、本町では第３期まちづ

くり計画では定住対策推進のための重点プロジェクトとして子どもを産み育てる環境の整

備充実、雇用機会の新規創出、居住環境の整備充実を推進してきました。現在は、第３期

まちづくり計画の後期実施計画の策定中であり、あわせて昨年11月に制定されましたま

ち・ひと・しごと創生法に基づき、本町の人口の現状や動向、要因分析及び将来人口推計

を行う浦幌町人口ビジョンと人口減少対策をより充実、強化するための浦幌町まち・ひと・

しごと創生総合戦略の策定作業を進めているところであります。 

 福原議員からのご質問のありました女性の不妊治療費助成の拡充と男性への不妊治療費

の助成につきましては、現在次期重点プロジェクトとして実施するため調査検討を行って

いるところであり、第３期まちづくり計画と浦幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略との

整合性を図りながら、人口減少を最小限に抑える施策として取り組んでまいります。 

 以上、福原議員への答弁といたします。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 先日の浦幌町の2014年２月現在で１人当たりの女性が産む子どもの数をあら

わす特殊出生率は1.69で、十勝管内ではトップ、全道でも10位の高い数字を出しましたが、

特定不妊治療費の助成額は管内の最下位です。今お話を伺ったところでは、前向きに検討

されているようですので、期待をしております。 

 ちなみに、よその町村、十勝管内でございますが、多いところでは20万円、それから10万

円、それから７万5,000円、ちなみに浦幌町は５万円という数字でございます。いろいろと

町の予算もございますでしょうが、新聞報道で堂々と７件の助成を出しまして６人の子ど

もが授かったということで報道されている町村もあります。浦幌町は、何かこういうこと

を聞きますと、いつも個人情報が把握しづらいということで的確な数字があらわれてきて

いません。ぜひともこれは町で助成を出した以上は数字的なものも町民の皆さんにも報告

をしていただいて、そして我々老人世帯でも孫やら子どもやらそういった方々にも伝えて

いく必要というか、そういったものが必要ではないかと思いますので、わからないと言わ

ないで、必ずこういった質問のときにはしっかりとお答えをいただきたいというふうに思

っております。その点についてお伺いしておきます。 

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 ただいまの福原議員のご質問にお答えいたします。 

 過去に11年間で７人の方に助成しまして、お子様を授かった方もいるというような形で

答弁させていただきましたが、実際お子様が欲しくて治療されていて、どうしてもお子様

を望むことができないという方も中にはおられると思います。その辺のところを配慮いた
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しまして、７名中何名の出産というような表現については今回は差し控えさせていただき

ましたので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 ちなみに、この間８月の21日で報道をされた町では、不妊治療費も助成額を

上限15万にするという。それに一部治療は７万5,000円ということで、非常に金額的にも町

で力を入れて少子化を解消しようという努力が我々が見ていても感じられます。それで、

やはりこういったはっきりした町のお金を出したり道のお金を出したりして補助を上げて

いるということで、個人情報云々ということでわかりますが、きちっと町段階では把握は

されているかどうか、もう一回聞かせてください。 

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 ただいまのご質問にお答えします。 

 保健福祉課において、この特定不妊治療助成事業の申請交付を行っております。その中

で実際にこの治療を受けて、この助成を受けて、そしてお子様が生まれたという状況につ

いては把握しているところでございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 現状の把握に時間と、それから金額はともかく、いろいろな意味で障害もあ

るかと思いますが、町段階ではっきりと把握するような努力を今後も続けていっていただ

きたいというふうに思っております。 

 それと、厚生労働省では28年の４月１日から不妊治療への助成の対象範囲が変わります

と言っております。助成対象年齢は43歳未満、年間助成回数と助成期間は限度なしという

ことで来年から公表されると思います。これについての不妊に悩む方への支援事業と重く

受けとめて、町でもぜひともＰＲのほうをしていただいて、一人でも新しい命が生まれる

ような努力というか、町民に対してのＰＲをぜひとも続けていってほしいというふうに思

っておりますが、この点についてはいかがでしょうか。 

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 平成28年の４月から、今福原議員のご質問にもあったとおり、国の

助成の対象年齢が43歳未満というような内容で制限されていきます。浦幌町につきまして

も、この辺のところの周知というのは、国も行いますし、また道も行いますし、町もその

辺のところの周知は行ってまいりたいと思います。 

 またあわせて、ただいま助成金の拡充、そして男性不妊治療の助成というような助成の

内容につきましても現在実施に向けて検討中ですので、その辺も含めて28年度、どういう

ような形で実施するかというようなところについては現在検討調査中でございますが、助

成という内容がまとまりましたら町民に周知をいたしまして、できるだけ不妊治療に悩む

方がこの事業を使っていただくような周知をしてまいりたいと考えております。 
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〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 前向きに検討されるようでございますので、ある程度安心はしております。

せっかく今年度婚活の事業も始まったということで、いろんなところから人が入り込んで、

ホームページも多分見ていると思います。ホームページに浦幌町特定不妊治療費助成事業

のご案内ということで書いてありますが、何か非常に事務的というか、ハートがないよう

な感じがします。それで、この町に住んで家族を持って永住したいというようなホームペ

ージのあらわし方というのでしょうか、そういった気持ちのこもったものを、本当に文字

だけでこうやって書かれておりますけれども、イラストや何かも使いながら、ぜひこの町

に行って住みたいなというような感じでホームページもつくっていただきたいなと。この

福祉関係ばかりではなく、ホームページの全てなのですけれども、ここで言っていいかど

うかわかりませんが、その点についても今お願いをしておきたいというふうに思っており

ます。来年の４月から適用範囲が拡充されるということで、一遍にこれは人口増につなが

るとは思いません。ですが、一生懸命町側でもいろんな施策を盛り込みながらやっている

ということで、非常に私も何らかの実りある事業になってほしいということで今回の質問

をいたしました。 

 本当の意味での人口増加というのは、自然減、自然増ということでいろいろと難しいこ

とでございます。全国的に人口は減っていくということで、今までの経過を見ていまして

も人口が増加したというところは本当に少なくて、十勝管内でも１町村か２町村というよ

うな感じでございます。それで、国、それから道、それから町と、非常に大変な思いして

人口増のためにいろんな考え方を表明しながら人を集めようと努力をなさっております。

せっかく助成金を引き上げても効果がなければもったいないですので、ぜひとも現状も把

握しながら効果の上がるような事業の展開をしていただきたいということを考えますの

で、どうぞこれからもよろしく、町の事業として大成するようにお願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまの福原議員のご質問について改めてお答えをさせていただきま

す。婚活のお話も出ましたので、私のほうから婚活のことも含めまして、またホームペー

ジのご指摘もございましたので、それらを含めてお答えさせていただきたいと思います。 

 最初に婚活の関係なのでありますけれども、婚活に来ていただいた女性の方々に実際の

ところ、浦幌町における子どもを産み育てる環境、第３期まちづくり計画におきます重点

プロジェクトにかかわって、こういう施策を行っていますということで、実は私のほうか

ら皆さんお集まりいただいて、別な時間に説明をさせていただきました。そのときには、

皆さんが非常に驚きの声を持って評価をされておりました。そういった中にありましては、

浦幌町の子どもを産み育てる環境、子育て環境については、ほかの自治体には引けをとら

ないという状況にあるというふうにまた認識をしております。そういう中にありまして、

今般不妊治療費につきましても第３期まちづくり計画における重点プロジェクトにおける
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対策事業として検討して取り組んでまいりますという先ほどの町長のご答弁のあったとお

りでございますので、子育て環境についてはさらなる充実がされるというふうなことで思

っているところでございます。 

 また、ホームページの状況ですか、お知らせする内容として、かたい表現だということ

だというふうに思います。どうしても行政としては誤解のないように詳細にわたってお伝

えをしようという使命がございます。そんな中にありまして、これも浦幌町に限らず、ほ

かの自治体においても同様に言われているご指摘の部分があろうかと思います。ただ、や

はりわかりづらいというご指摘だと思いますので、このことについてはできる限りわかり

やすく進めてまいりたいなと。各課においては努力しているところでございますので、さ

らなる努力を進めてまいりたいと思います。このことについては、議員からもいろんなア

イデアもあろうかと思います。そういった中のご質問だと思いますので、ぜひともこのこ

とについては今後は具体的にご助言もいただければと思っておりますので、この件につい

てはお願いをしながらご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

〇福原議員 終わります。 

〇田村議長 これで福原仁子議員の一般質問を終わります。 

 以上をもちまして一般質問を終結させていただきます。 

 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４６分  休憩 

午後 １時００分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 

    ◎日程第３ 認定第１号 

〇田村議長 日程第３、認定第１号 平成26年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定につい

てを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案の48ページをお開き願います。認定第１号 平成26年度浦幌町一般

会計歳入歳出決算認定について。 

 地方自治法第233条第３項の規定により、平成26年度浦幌町一般会計歳入歳出決算を別冊
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のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 平成27年９月７日提出、浦幌町長。 

〇田村議長 審議に入る前に、平成26年度浦幌町各会計決算審査にかかわる監査委員の意

見について説明を求めます。 

 代表監査委員。 

〇神谷代表監査委員 平成26年度決算審査意見書について説明させていただきます。 

 平成27年７月15日付浦総務第799号で町長から審査に付された平成26年度一般会計ほか

８特別会計歳入歳出決算に関し、平成27年８月４日から８月10日までの期間において、杉

江監査委員とともに歳入歳出決算書並びに附属書類について関係諸帳簿及び証拠書類と照

合審査を実施いたしました。その結果、計数は正確であり、適正に執行されたものと認め

ましたので、お手元に配付しております意見書の総評の部分を読み上げ、決算審査に係る

意見についての説明とさせていただきます。 

 総評、平成26年度全会計における決算は、予算額105億1,382万9,000円に対し、歳入総額

102億2,554万円、歳出総額98億5,152万5,000円、差引額３億7,401万5,000円、翌年度への

繰り越すべき財源632万6,000円、実質収支額３億6,768万9,000円で終了し、予算に対する

収入率97.3％、執行率93.7％の結果であった。 

 一般会計については、その歳入歳出差引額は２億5,584万8,000円で、実質収支額も２億

4,952万2,000円の黒字となっている。一般会計における自主財源では、町税、財産収入、

給付金、繰入金、諸収入で１億1,978万3,000円の増、使用料、手数料、負担金、繰越金の

区分で4,028万4,000円の減となり、差し引き7,949万9,000円の増で、また依存財源では国

庫支出金、道支出金、町債などで９億8,654万4,000円の増となったが、要因としては役場

庁舎耐震防災改修工事や浜厚内避難道路などの緊急防災、減災事業、南町団地などの公営

住宅建設事業に係る国、道支出金や地方債の増によるものが大きい。一方、地方交付税ほ

かの区分は２億6,778万9,000円の減となり、差し引き７億1,875万5,000円の増である。そ

の他の財源では、分担金で1,328万7,000円の増であった。特別会計総額については、歳入

歳出差引額は１億1,816万7,000円で、実質収支額も１億1,816万7,000円の黒字となってお

り、本町の財政は健全状態にあると言える。 

 一般会計における収入未済額の状況であるが、町税では1,111万9,910円で、前年度に対

し310万5,512円の減、分担金、負担金､使用料などでは分担金、負担金2,124万5,546円、使

用料494万9,334円、土地、建物貸付収入20万5,200円、貸付金元利収入420万4,141円の総額

3,060万4,221円となった。町税を含めた全体では4,172万4,131円、前年に対し351万863円

が回収された結果となった。特別会計を含む各会計の収入未済額はそれぞれ示したとおり

であるが、負担の公平の観点からも新たな収入未済の発生を未然に防止するため、現年の

うちに適正な対策を行うとともに、恣意的滞納者に対しては引き続き積極的に滞納整理を

行うなど、収入未済額の縮減に努められたい。 

 平成26年度地方債発行額は、一般会計16億9,252万8,000円、特別会計１億4,190万、総額
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18億3,442万8,000円であり、平成26年度元利償還額は特別会計を含め12億316万8,000円と

なった。平成26年度末現在高は、一般会計79億208万2,000円、特別会計39億3,501万円、総

額118億3,709万2,000円である。前年に対し、７億9,440万4,000円が増加している。今後に

おいても将来の財政負担を考慮し、世代間の負担の公平の観点も踏まえ、借り入れに当た

っては財源措置で有利なものを選択し、引き続き町債の計画的な活用を図られるよう望む。 

 平成26年度末基金残高の状況であるが、一般会計11基金総額37億251万3,000円、特別会

計３基金総額１億3,566万9,000円となり、全会計総額は38億3,818万2,000円である。増減

額は、一般会計で１億790万9,000円の増、特別会計で573万4,000円の増、総額１億1,364万

3,000円の増となっている。総額では、10年前と比較すると34億円以上が積み立てられたこ

とになる。経費節減意識のもと実質黒字に努め、大規模災害など将来の財政需要及び財政

環境の変化にも対応するため、各種基金への積み立てに努力されていることを改めて評価

したい。一方、財政構造面から見ると財政力指数は0.155と前年同数であるが、経常収支比

率は75.9から82％と前年度と比較して6.1％上昇した。実質公債費比率は３カ年平均で

11.9％から11.6％と0.3ポイント下回っている。引き続き健全な財政運営が図られるよう努

力されたい。また、今後においては各世代の要望を受けとめ、人口減少対策や高齢者福祉

対策など町民が安心して生活できるよう第３期まちづくり計画の後期計画に反映されるこ

とを望みます。 

 以上であります。 

〇田村議長 次に、平成26年度予算執行の実績及び主要な施策の成果報告の説明を求めま

す。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 地方自治法第233条第５項に基づく平成26年度予算執行の実績及び主要

な施策の成果報告についてご説明をさせていただきます。 

 １ページをごらん願います。平成26年度会計別決算総括表でございますけれども、各会

計とも歳入決算額の金額、歳出決算額の金額と執行率、繰越事業費繰越財源、実質収支額

についてのみ説明をさせていただきます。一般会計、歳入決算額37億7,568万8,194円、歳

出決算額71億1,983万9,933円、執行率92.4％、繰越事業費繰越財源632万6,000円、実質収

支額２億4,952万2,261円。 

 次、特別会計でございます。町有林野会計、歳入決算額１億1,718万804円、歳出決算額

１億1,167万1,950円、99.4％の執行率でございます。繰越事業費繰越財源につきましては、

町有林野会計から簡易水道会計までゼロとなっておりますので、それぞれの会計において

の説明は省略させていただきます。実質収支額550万8,854円。 

 国民健康保険事業会計、歳入決算額８億7,439万3,372円、歳出決算額８億1,577万

9,447円、執行率96.2％、実質収支額5,861万3,925円。 

 後期高齢者医療会計、歳入決算額8,022万4,694円、歳出決算額7,909万2,051円、執行率

98.3％、実質収支額113万2,643円。 
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 介護保険会計、歳入決算額６億6,567万3,091円、歳出決算額６億4,582万9,914円、執行

率96.9％、実質収支額1,984万3,177円。 

 浦幌町立診療所会計、歳入決算額２億7,360万2,731円、歳出決算額２億6,169万4,850円、

執行率98.5％、実質収支額1,190万7,881円。 

 公共下水道会計、歳入決算額３億6,488万8,972円、歳出決算額３億5,938万2,459円、執

行率99.0％、実質収支額550万6,513円。 

 個別排水処理会計、歳入決算額4,714万3,776円、歳出決算額4,613万9,682円、執行率

98.3％、実質収支額100万4,094円。 

 簡易水道会計、歳入決算額４億2,674万4,158円、歳出決算額４億1,209万4,621円、執行

率96.8％、実質収支額1,464万9,537円となります。 

 一般会計、特別会計を合わせました合計でございますが、歳入決算額102億2,553万

9,792円に対しまして、歳出決算額98億5,152万4,907円で、93.7％の執行率でございます。

繰越事業費の繰越財源の合計は632万6,000円で、実質収支額計３億6,768万8,885円となる

ものでございます。 

 次のページをごらん願います。平成26年度・平成25年度一般会計款別収入比較表でござ

います。このことにつきましては、平成26年度収入済額、収入率についてのみ各款ごとに

説明をさせていただきます。町税、収入済額５億9,967万3,207円、収入率106.0％。地方譲

与税9,178万6,000円、102％。利子割交付金119万2,000円、91.7％。配当割交付金245万

3,000円、613.3％。株式等譲渡所得割交付金130万4,000円、1304％。地方消費税交付金

6,542万6,000円、93.5％。自動車取得税交付金1,121万4,000円、112.1％。地方特例交付金

87万2,000円、100％。地方交付税33億7,581万4,000円、101.7％。交通安全対策特別交付金

81万5,000円、81.5％。分担金及び負担金２億113万9,457円、98.4％。使用料及び手数料１

億3,577万5,711円、101.9％。国庫支出金３億7,292万729円、58.5％。道支出金２億6,710万

809円、95.7％。財産収入5,310万8,487円、109％。寄附金8,518万8,510円、70.2％。繰入

金5,785万4,652円、97.5％。繰越金２億3,776万6,854円、100％。諸収入１億2,175万5,778円、

115.7％。町債16億9,252万8,000円、93.0％。合計でございます。73億7,568万8,194円、95.7％

となるものでございます。 

 次のページをごらん願います。平成26年度・平成25年度町税収入比較表でございます。

この比較表につきましては、平成26年度の各区分におきます収入済額と収納率のみ説明を

させていただきます。町民税、現年課税分２億5,542万9,200円、99.5％、滞納繰越分327万

990円、38.5％、計、収入済額２億5,870万190円、収納率97.5％でございます。固定資産税、

現年課税分２億7,982万6,500円、99.6％、滞納繰越分211万9,113円、38.2％、計、収入済

額２億8,194万5,613円、収納率98.5％でございます。軽自動車税、現年課税分1,193万

2,717円、99.3％、滞納繰越分６万400円、37.2％、計、収入済額1,199万3,117円、収納率

98.4％の収納率でございます。町たばこ税、現年課税分のみでございますけれども、収入

済額4,509万387円、収納率100％でございます。入湯税、同じく現年課税分のみでございま
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すけれども、収入済額194万3,900円、収納率100％でございます。計、現年課税分５億9,422万

2,704円、99.6％、滞納繰越分545万503円、38.4％、計、収入済額５億9,967万3,207円、収

納率98.2％でございます。 

 次、４ページをごらん願います。平成26年度・平成25年度一般会計款別支出比較表でご

ざいます。この比較表につきましても、各区分におきます平成26年度の支出済額と執行率

についてのみ説明をさせていただきます。議会費7,291万3,305円、98.8％。総務費17億943万

8,976円、91.1％となっております。総務費につきましては、平成27年度に繰り越した地域

消費喚起・生活支援型交付金事業及び地方創生先行型交付金事業費が予算額に含まれてお

りますので、これを除きますと実質的には94.6％の執行率となります。民生費11億3,679万

4,801円、98.0％。衛生費４億1,476万9,123円、98.5％。労働費1,400万5,141円、99.6％。

農林水産業費５億5,468万3,520円、71.7％となっておりますが、これにつきましては平成

27年度に繰り越しをいたしました農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業並びに合流

地区担い手支援型畑地帯総合整備事業費が予算額に含まれておりますので、これを除きま

すと実質99.2％の執行率となります。商工費１億9,909万4,133円、98.4％。土木費９億

1,241万3,074円、98.9％。消防費６億7,572万6,403円、84.1％となっておりますが、平成

27年度に繰り越しをいたしました消防救急無線デジタル化整備事業並びに高機能指令セン

ター整備事業費が予算額に含まれておりますので、これを除きますと実質99.2％の執行率

となります。教育費６億1,410万9,054円、96.7％。災害復旧費1,910万8,904円、95.7％。

公債費７億9,434万4,826円、99.3％。諸支出金243万8,673円、99.1％。予備費については

執行してございません。計71億1,983万9,933円、執行率92.4％でございますが、平成27年

度に繰り越した事業を除きますと、執行率97.5％となるものでございます。 

 次のページをごらん願います。平成26年度・平成25年度一般会計節別支出比較表につい

て説明をさせていただきます。この比較表につきましても、各区分ごとの説明にかかわり

まして、支出済額における平成26年度の金額、増減率についてのみ説明をさせていただき

ます。１節報酬6,590万3,883円、1.1％。２節給料４億7,260万6,047円、1.0％。３節職員

手当等２億5,499万6,228円、2.2％。４節共済費２億8,907万2,791円、マイナスの3.9％。

５節、６節については執行がございません。７節賃金１億322万9,885円、4.6％。８節報償

費6,963万775円、141.1％。増額の主なものといたしましては、ふるさとづくり寄附記念品

代、地域おこし協力隊の活動謝礼等でございます。９節旅費1,326万7,582円、7.2％。10節

交際費15万3,998円、マイナス16.3％。11節需用費３億1,265万3,480円、0.8％。12節役務

費7,262万1,591円、36.8％。増額になっている主なものでございますが、ふるさとづくり

寄附に係ります通信運搬費が主なものでございます。13節委託料５億8,761万2,281円、

10.5％。14節使用料及び賃借料１億5,740万9,105円、47.7％。増額の主なものといたしま

しては、庁内ネットワークシステムクラウド化に伴いますソフトライセンス料、農業施設、

林業、河川、道路維持等にかかわります機械借り上げ料等でございます。15節工事請負費

13億3,964万1,248円、104.8％。増額の主なものといたしましては、役場耐震防災改修工事、
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浜厚内避難道路造成工事等でございます。16節原材料費271万7,392円、マイナス12.7％。

17節公有財産購入費１億3,412万5,951円、22.4％。18節備品購入費１億2,321万511円、

99.2％減。増額の主なものといたしましては、庁内ネットワーク機器、除雪用機械の購入

等でございます。19節負担金補助及び交付金10億1,874万1,384円、マイナス5.3％。20節扶

助費３億3,795万3,416円、マイナス0.1。21節貸付金9,000万円、28.6％。22節補償補てん

及び賠償金2,743万5,680円、162.2％。増額の主なものといたしましては、町道整備にかか

わります水道管、下水道管の移設補償となるものでございます。23節償還金利子及び割引

料７億9,758万6,248円、0.3％。24節投資及び出資金については執行がございません。25節

積立金１億6,272万6,392円、マイナス48.4％。26節寄附金については執行がございません。

27節公課費169万8,400円、62.2％。28節繰出金６億8,484万5,665円、2.8％。29節予備費に

ついては執行がございません。計71億1,983万9,933円、12.5％でございます。 

 次に、６ページをごらん願います。平成26年度普通会計収入の状況でございます。この

ことにつきましては、臨時的経費を臨時的なもの、経常的経費を経常的なものとして仕分

けしておりますが、それぞれ事業費の財源となる臨時経費の財源となるものの内訳でござ

います。主なものといたしましては、地方交付税の欄をごらんいただきたいと思います。

臨時的経費として取り扱われるものにつきましては、一般財源の欄の２億7,716万5,000円

が特別交付税でございます。経常経費として取り扱われるものにつきましては、一般財源

の欄の30億9,864万9,000円で、これが普通交付税でございます。中段の区分の中の分担金

及び負担金から諸収入まで同様に仕分けされているものでございますが、表の下から２行

目の地方債の欄の臨時的経費の一般財源２億792万8,000円につきましては臨時財政対策債

でございます。臨時財政対策債につきましては、元利均等償還相当額につきまして地方交

付税の基準財政需要額に算入されるため、収入合計額の経常経費の一般財源39億244万

3,000円と地方債の欄の２億792万8,000円を足したものが通常経費における一般財源とし

て取り扱われるものとなってございます。 

 次に、７ページをごらん願います。平成26年度普通会計支出の状況について説明をさせ

ていただきます。人件費の臨時的経費における特定財源は指定統計費、選挙費などによる

ものでございますが、物件費以下につきましてはその年に起こり得る臨時的経費、それ以

外は経常経費として取り扱われるものでございます。表の中段より少し下の列の投資的経

費につきましては臨時的経費として扱われるもので、12ページをごらんいただきたいと思

いますけれども、12ページに平成26年度普通会計投資的経費内訳表がございます。この内

訳につきましては、12ページから18ページに記載してございますが、18ページをごらん願

います。下段に投資的経費の総合計18億2,477万8,000円がございます。これが７ページに

戻りまして、区分の欄の投資的経費における26年度の決算額18億2,477万8,000円と同額と

なるものでございます。７ページの次に、表の右端から５列目の平成26年度経常収支比率

でございますけれども、表の中の列にあります経常的なものの一般財源の歳出合計33億

7,191万円、これを前のページの地方債における臨時的なものの一般財源２億792万8,000円
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と収入合計の経常的なものの一般財源39億244万3,000円との合計41億1,037万1,000円で割

りますと、７ページにございますように経常収支比率82％となるものでございます。 

 次に、８ページに移らせていただきます。平成26年度末地方債の状況で、一般会計から

特別会計、全ての会計でございます。この状況につきましては、平成25年度末残高と26年

度発行額並びに26年度末現在高について説明をさせていただきます。一般会計の合計につ

きましては、平成25年度末現在高69億2,163万9,000円、平成26年度発行額は16億9,252万

8,000円で、平成26年度末現在高につきましては79億208万2,000円となるものでございま

す。総合計、特別会計も含めた全体の総合計でございますけれども、平成25年度末現在高

110億4,268万8,000円、平成26年度発行額18億3,442万8,000円、平成26年度末現在高118億

3,709万2,000円となるものでございます。 

 次に、９ページをごらん願います。平成26年度末基金の状況について説明をさせていた

だきます。一般会計から特別会計、全ての会計でございます。この表につきましては、平

成25年度末残高と平成26年度末残高についてのみ説明をさせていただきます。一般会計に

おいては、13基金の合計で平成25年度末残高が35億9,460万4,000円、平成26年度末残高に

おきましては37億251万3,000円、特別会計を含めた合計16基金でございますけれども、総

合計、平成25年度末残高37億2,453万9,000円、平成26年度末残高38億3,818万2,000円とな

るものでございます。 

 次に、10ページをごらん願います。債務負担行為の状況でございます。一般会計につい

ての内容で、この表につきましても平成26年度の支出額及び平成27年度以降の支出の予定

額の合計についてのみ説明をさせていただきます。平成26年度支出額につきましては、債

務負担行為13件でございますけれども、合計２億2,414万3,000円、平成27年度以降支出予

定額につきましては３億5,421万2,000円となるものでございます。 

 次に、11ページに移らせていただきます。普通会計財政指標の推移について説明させて

いただきます。各名称区分における説明につきましては、平成26年度の数値のみについて

説明をさせていただきます。標準財政規模40億5,844万4,000円、基準財政収入額６億449万

1,000円、これらにかかわります基準財政需要額につきましては37億314万円でございます。

財政力指数につきましては、３年間平均で0.155、平成26年度単年度の比率では0.163、経

常収支比率につきましては82.0％となるものでございます。 

 次に、12ページをごらん願います。平成26年度普通会計投資的経費内訳表でございます

が、この内訳表につきましては12ページから18ページに記載をしてございますので、後ほ

どごらんおき願いたいと思います。 

 次に、18ページをごらん願います。18ページの次のページをごらん願います。１ページ

から38ページにかけまして、平成26年度の一般会計の決算説明資料でございます。その次

に39ページから58ページにつきましては、各特別会計の決算説明資料でございます。この

ことにつきましても後ほどごらんおき願いたいと思います。 

 次に、58ページの次のページ、１枚めくっていただきたいと思います。１ページから29ペ
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ージの最終ページにつきましては、先ほど監査委員様から提出されました平成26年度浦幌

町各会計決算審査意見書でございます。後ほどごらんおき願いたいと思います。 

 以上で地方自治法第233条第５項に基づく平成26年度予算執行の実績及び主要な施策の

成果報告の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ここでお諮りをいたします。 

 平成26年度浦幌町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定につきましては、本会議での

質疑を３回までとする会議規則第55条の規定を適用しないで審議を進めたいと思います。

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、平成26年度浦幌町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定については、会議規

則第55条の規定を適用しないで審議を進めることに決定をいたしました。 

 初めに、平成26年度浦幌町一般会計歳入歳出決算書、実質収支に関する調書の説明を求

めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 平成26年度浦幌町一般会計歳入歳出決算書、実質収支に関する調書。一

般会計、区分、１、歳入総額73億7,568万8,194円、２、歳出総額71億1,983万9,933円、３、

歳入歳出差引額２億5,584万8,261円、４、翌年度へ繰り越すべき財源、（２）繰越明許費繰

越額632万6,000円、計632万6,000円、５、実質収支額２億4,952万2,261円、６、実質収支

額のうち地方自治法第233条の２の規定による基金繰入額についてはございません。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、よろしくお願いします。 

 

    ◎休会・延会の議決 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 ここでお諮りをいたします。議事の都合により、本日の会議はこの程度にとどめて延会

とし、あすから９月13日までの２日間は休会として、９月14日午前10時から本会議を開き

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、本日はこれをもって延会とし、あすから９月13日までの２

日間は休会として、９月14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。 

 

    ◎延会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって延会といたします。 

延会 午後 １時４２分 


