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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12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。 

 お知らせいたします。場内暑くなる可能性がございますので、上着は自由に外していた

だいて結構でございますので、お伝えをいたします。 

 

    ◎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。 

 第３回浦幌町議会定例会の運営について３日午後、議会運営委員会を開催し、本日６日

以降の運営について協議をいたしましたので、報告いたします。 

 本日は、一般質問に引き続き平成24年度決算認定の審査を予定しております。一般質問

は、通告順に差間正樹議員、福原仁子議員の２名より２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ので、よろし

くお願いいたします。また、質問は通告内容に沿ってわかりやすい質疑を心がけていただ

きますようお願い申し上げますとともに、活発なる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されます。なお、制限時間３分前に予鈴を１回、終了では終了

鈴を２回鳴らしますので、議員及び理事者、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よろしくお願いをいたします。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 初めに、２番、差間正樹議員の質問を許します。 

 ２番、差間議員。 

〇差間議員 通告に従い、質問いたします。 

 就学援助の現状と周知について。就学援助を受けている小中学生は、1997年には78万人、

小中学生の6.6％だったものが2011年には157万人、小中学生の15.6％となっております。
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これは、子どものいる世帯の所得の減少が考えられます。この間、子どもの学習費調査に

おいては保護者が負担する学校教育費に大きな変化はなく、総体的に家計における教育費

負担が増していると考えられます。この傾向は浦幌町においても同様と考えますが、そこ

でお尋ねいたします。 

 まず、１点目に、現在準要保護の就学援助を受けている小中学生の件数は何件か。また、

申請期間は年度中途の申請は可能とありますが、その場合いつから給付されるのか。申請

書の提出先は当該校長を経由してとあるが、学校でよいのか。 

 ２点目に、文部科学省は市町村の教育委員会は保護者に対してこの制度の趣旨及び基準

について周知することと通知しておりますが、就学援助の案内はどのようになされている

か。全ての保護者に制度は伝わっているのか。また、保護者の皆さんには市町村の案内で

給付内容や認定基準、認定となる収入の目安が具体的にわかるように周知されているか。 

 ３点目に、国は準要保護に対する国庫補助を廃止しております。また、生活保護基準を

引き下げすることにより、当然準要保護基準もそれにつれ引き下げられていきます。町と

してこの事態をどのように考えているか。準要保護基準から外されていく世帯も出てくる

ことが予想されるが、このことにどう対処していくか。 

 以上、３点について質問いたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育委員長。 

〇松田教育委員長 差間議員の質問にお答えします。 

 就学援助の現状と周知についてでありますが、本町では浦幌町就学援助事務取扱いに関

する教育委員会規程に基づき、学校教育法第19条に規定する経済的理由により就学困難と

認める学齢児童及び生徒の保護者に対して学用品費や修学旅行費、学校給食費等の援助を

行っております。就学援助の対象者は、生活保護法第６条第２項に規定する要保護者及び

これに準ずる程度に困窮している準要保護者でございます。準要保護は、前年度または当

該年度において市町村民税の非課税や国民年金掛金の減免、児童扶養手当の支給等の措置

を受けている者のほか、保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる場合等につ

いて審査し、認定しております。 

 １点目の準要保護の就学援助の件数、年度途中の申請等についてでありますが、平成25年

度の就学援助の件数は24件18世帯で、内訳は小学校20件、中学校４件となっております。

年度途中に申請があった場合には、必要な審査を経た後、随時認定を行い、認定月日以降

に到来する支給日から給付しております。また、申請書の提出先につきましては就学援助

事務取扱いに関する教育委員会規程において、必要があるときは当該校長及び民生委員と

十分連絡を図り、必要な助言を求めなければならないと定めており、この助言を得るため

の手段として認定申請書の経由機関に当該学校長を指定しているところであります。 

 ２点目の就学援助の案内についてでありますが、年度当初の申請につきましては学校を

通じて１月中に就学援助制度及び申請手続のお知らせを在校生全員の保護者に配付してお
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ります。また、小学校新１年生の保護者に対しては教育委員会から直接郵送で通知文書を

送付しております。このほか、例年２月発行の町広報３月号に就学援助制度に関するお知

らせ記事を掲載しておりますが、転入児童生徒の保護者に対しては就学手続を行う際、制

度説明を行うとともに、関係書類をお渡ししているところであります。給付内容や認定基

準、認定となる収入目安の周知につきましては、就学援助の制度内容、認定基準及び援助

支給品目をお知らせしているところであります。なお、認定となる収入の目安については、

申請される世帯の家族構成や世帯員全員の収入の状況を勘案しなければならないことから

お示ししておりませんが、収入額と需要額とを対比し、前年度の収入額が当該年度の需要

額の1.3倍未満の者を対象とすることをお知らせしているところであります。 

 ３点目の生活保護基準の引き下げに伴う準要保護基準の引き下げにかかわる対応につい

てでありますが、生活保護法に準じて計算した収入認定額と同法に準じて算出した需要額

との対比による率で認定されますので、今後の準要保護の認定に当たっても何らかの影響

があるかと懸念しておりましたが、平成25年度準要保護認定の24件のうち前年度の収入額

が当該年度の需要額の1.3倍未満により認定した６件について新基準の数値により試算し

たところ、いずれも準要保護基準から外れる世帯はありませんでした。今後も全ての児童

生徒が義務教育を円滑に受けることができるよう、生活保護基準の引き下げの影響を注視

しながら準要保護の援助に努めてまいりたいと考えております。 

 以上、差間議員への答弁といたします。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 ただいまの答弁の中で再質問いたします。 

 認定基準についてですが、これは生活保護認定基準のおおむね1.3倍という理解でよろし

いのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問についてお答えいたします。 

 差間議員のおっしゃるとおり、生活保護基準の1.3倍未満ということで認定を行っている

ところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 生活保護基準の1.3倍という認定基準ということでしたが、この中には生活扶

助、教育扶助、住宅扶助、いろいろあると思います。これは、どこまで範囲に入っている

のでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えします。 

 基本的には、生活保護基準の中でそれぞれ地域の級区分別というのがございまして、そ
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の中で各地域１級地から３級地までそれぞれ分かれておりますけれども、浦幌町は３級地

の２という区分になっております。また、その中でさらに年齢区分というのがございまし

て、年齢区分も８区分ございますけれども、そのそれぞれの数値に基づきまして各年齢別

の数値を取り扱った中で、トータルした中で需要額ということで決定しているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 保護者の中には就学援助は、これは自分とは関係ないと思っている保護者も

たくさんおります。これは、認定基準を示すだけではなくて、やはり比較対象が収入なの

か、所得なのか、またはその世帯、この説明によるとどうも世帯全体の合計ということは

想像できるのですけれども、これを例えば具体的に父が40歳、母40歳、子ども13歳と10歳、

こういう場合はどうなのか、または母35歳、子ども10歳、こういう母子世帯の場合はどう

なのか、こういった具体的な基準で保護者の方に周知するという方法はあるのか、質問い

たします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 現実に３人世帯とか、それから４人世帯、５人世帯というそれぞれ世帯員によりまして

収入の目安ということを示している町村もございますけれども、現実的に見ますと例えば

５人世帯の中でもお父さん、お母さん、そして子ども３人の世帯もありますし、また同じ

５人世帯の中でもお父さん、お母さん、それから子ども２人の場合に子ども２人とおばあ

ちゃんとの５人世帯とか、いろいろな形態がございますけれども、年齢構成によりまして

先ほど申しましたとおり８つの区分があるわけなのですけれども、年齢構成によりまして

その取り扱う充当する需要額が変わりますので、非常に基準額がそれぞれ違いますので、

それとあわせて収入額とあわせた場合、このような形でという形で例を示していくことが

非常に難しいというふうには捉えております。収入がその年によって変わるということも

ございますし、収入を目安にすることによりまして誤解とか、また期待感を持たせる可能

性があるというふうに考えておりますので、結論的には慎重に考えていかなければならな

いという問題であるというふうに捉えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 今の答弁は当然だと思います。しかし、この教育扶助の精神はやはり日本国

憲法でも教育基本法でも学校教育法でも定められた制度でございます。保護者に寄り添っ

た政策というのですか、そういう教育行政というのを期待いたしたいところです。 

 申請書の中身に入ってまいります。最初の答弁の中で、就学援助費の認定のために必要

があるときには保護者及び家族の収入または資産の状況について公簿等を閲覧調査するこ



                                             － 7 － 

との同意、これは調査することを同意するように浦幌町の就学援助事務取扱いに関する教

育委員会規程でも定めているのですけれども、そうするとこの署名をすることによって申

請する保護者の所得を証明する方法、これは自治体内のシステムでできると考えてよろし

いのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 申請とあわせまして、世帯の収入申告書というのをあわせて提出いただきます。その中

で同意をいただく中で、提出いただいた段階で教育委員会から町長部局のほうに問い合わ

せをしまして、その中で確認を行った中でということで捉えているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 この申請の中身でもう一点、認定に当たって必要があるときは当該校長及び

民生委員と十分連絡を図り、必要な助言を求めなければならない、こういうふうにあるの

ですけれども、保護者がこういった民生委員に相談するということで就学援助の申請をち

ゅうちょするという事態を予想されないでしょうか、質問いたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 基本的には、今までの事例の中でも民生委員さんにご相談するということはございませ

んでしたけれども、規程の中では当該学校長、それから民生委員さんから意見を伺うこと

となっております。基本的には、児童生徒に関しては通学校であります学校長がより保護

者ともつながりが深いということで、基本的には学校長からそういった意見聴取をいただ

いているというような状況でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 やはり生活保護と同じく準要保護の方が就学援助を受けるということは、こ

れは家族にとっても大変微妙な問題、またはセンシティブといいますか、神経を取り払っ

て行政が行われることが大事だと思います。それと同時に、申請から認定への作業がスム

ーズにいくこと、これがもう一点大事なことかと思います。それで、再度先ほどの質問い

たしました収入の認定がうまくいかないときは庁内のシステムの中で判断できるというこ

とが……庁内のシステム、浦幌庁舎ですね。庁舎内だけの判断でこの収入について認定で

きるということが可能かどうか、もう一度質問いたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えします。 



                                             － 8 － 

 判断できるという形が非常にちょっと難しいところなのですけれども、基本的には世帯

全員の収入申告書を出していただいて、その収入を確認するという意味で教育委員会から

当該町長部局のほうの取り扱っている課に問い合わせをしまして、その中で前年度の収入

を確認して、それからあわせまして社会保険料とか、それから所得税、町道民税などを控

除して最終的な収入認定額というのを決定するという流れでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 次の質問に移らせていただきます。 

 先ほどから例に出しております教育委員会規程、この９条の内容、別表ということでこ

れはネットでも示しているのですけれども、この中でこれは国のほうもやはりこういった

表をもちろん提示しております。この国の出してきた資料によって町もこの資料を作成し

ていると思うのですけれども、この中で生活保護基準以下の収入で、それで保護を受けて

いない方の保護者に対して就学援助、それからこの生活保護の規定の中でいいますと準要

保護者の今の答弁によりますとおおむね生活保護基準の1.3倍未満の方、この方たちの就学

援助に対しまして学用品、通学用品、校外活動費、いろいろ書いてあるのですけれども、

この中でちょっと１点質問させていただきます。この校外活動費の内容につきまして、こ

れは宿泊を伴う校外学習というものに対しては、これは特段この例の中では決めているの

でしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 確認させていただきたいのですけれども、ただいまのご質問は校外活動

の中で宿泊を伴わないものということでよろしいでしょうか。 

〇差間議員 ごめんなさい。宿泊を伴うものについて記載が特にないのですけれども、そ

の点について。 

〇山本教育次長 基本的には、校外活動費の中には宿泊を伴わないものと、それから宿泊

を伴うもの両方あるわけなのですけれども、これにつきましても伴うものにつきましても

これに係ります参加するに当たっての直接的な交通費とか、見学に係る経費につきまして

は対象としているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 市町村に対して国が示している国庫補助の項目、国のほうは金額まで出して

いるのですけれども、例えば学用品だと小学校が１万1,100円、中学校が２万1,700円、以

下通学用品費等、または今言った校外活動費、例えば宿泊ない場合は小学校は1,510円、中

学校は2,180円、宿泊を伴うものは小学生3,470円、中学生5,840円とこれは細かく規定して

あるのですけれども、やはり浦幌町もこういう規定、個々の項目に対して金額を規定して

いるのでしょうか。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 この規程の中では、具体的な金額等はお示ししていないところなのですけれども、基本

的には差間議員のおっしゃったとおり国庫補助の限度額というのを町の補助の金額という

ことで、先ほども差間議員のほうからありましたけれども、学用品については小学校の場

合は１万1,100円、中学校の場合は２万1,700円など、金額的には限度額には同じものを使

用しているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 この就学援助につきましては、国も国庫補助を外しております。ただ、これ

は自治体によってさまざま、その認定基準に対しても相当さまざまなようです。この場合、

生活保護基準の要保護の家庭、この方たちが今言った数字というのはこれはそのとおりだ

ろうと思うのですけれども、その1.3倍未満の方、生活保護基準よりは収入は多いのですけ

れども、1.3倍未満の方に関しても同じような数字と理解してよろしいのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 基本的には、認定の段階で要保護者、それと要保護者に準ずる程度に困窮している方を

準要保護者ということで認定しておりますので、額的には同じ額のものを使用していると

ころでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 やはり国庫補助が外された中で、一般財源化された中でこういった制度を維

持していくというのは町にとっても大変なことだと思います。一部交付税措置されている

ようなのですけれども、やはりその教育に対しては将来を担う浦幌町にとっても大変な宝

がこの自治体の中にあるということで、この制度がこれからも縮小されないように進んで

いってほしい、そう願うばかりなのですけれども、具体的な金額についてはこれからも教

育委員会にお尋ねしながら、これは地域の方たちに私のほうからもお答えしていきたいと

思うのですけれども、以上質問を終わります。 

〇田村議長 これで差間正樹議員の一般質問を終わります。 

 次に、６番、福原仁子議員の質問を許します。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 浦幌町の人口減と定住促進を図ることについて、一般質問をさせていただき

ます。 

 毎月のように町広報に人口動態が掲載されています。出生等の増加に対しまして手厚い
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政策はある程度論議されていますが、定住、移住に関して人口定着がまだ見られていない

ようです。町内の在住者で町外の職場に通勤している方がいると思われますが、町ではそ

の実態について現状を把握していますか。また、管内の他の町では定住していただくため

にその通勤している町民に対して助成金を交付しているところがありますが、本町として

も助成金を交付する考えはないかお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 福原議員のご質問にお答えします。 

 町外の職場に通勤している方の実態及び通勤している町民に対する助成金の交付につい

てでありますが、本町では浦幌町第３期まちづくり計画において人口減少に歯どめをかけ

ることを最重要課題として位置づけし、定住推進のため３つの重点プロジェクトを柱に人

口減少対策を進めております。この重点プロジェクトの策定時において、町内在住で町外

への通勤をしている方に対する支援制度につきましても人口減少対策の一つとして検討の

場に上がっておりました。 

 当時、国勢調査結果による従業地先を分析したところ、他市町村に従事されている方は

15歳から60歳までの方でおよそ230名、さらにそのうち十勝管内だけに限定すると上位から

豊頃、本別、帯広、幕別、池田の順に多く、この５市町村で全体の87％を占めるという結

果を得ました。ただし、この230名とは国勢調査の調査基準日である10月１日の前１週間に

おいて１時間以上仕事に従事された方の人数であります。この調査結果から、自家用車も

しくは公共交通機関等を利用して町外に通勤されている方が少なからずいた中で制度化に

至らなかった理由としましては、国勢調査では正規、非正規雇用を問わず集計されている

ことなどから雇用形態の詳細な把握が困難なこともあり、この支援制度が町外への転出抑

制や移住者の増加に対し、どれだけの効果をもたらすかは極めて不透明であると判断した

ところであります。町としましては、人口減少を食いとめるため、現在の重点プロジェク

トで掲げる３つの柱を主体に着実に事業執行を進め、人口動態を注視しながら情勢の変化

に対応した政策を進めてまいりたいと考えております。 

 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 ただいま答弁の中にありました人口を最小限度に減少を食いとめるために現

在の重点プロジェクト、３つの柱を主体にということで答弁をいただきました。その第３

期まちづくり計画の策定の冒頭で町長は、この10年間の人口減少率が十勝管内では最も高

く、危機的状況を捉えて要因を考察し、人口減少に歯どめをかけたいと述べています。そ

して、新たに定住、移住推進の重点プロジェクトとして３つの柱を立てました。この３つ

の柱の現在の進捗状況と今後の展望をお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 



                                             － 11 － 

〇菅原まちづくり政策課長 本日、それぞれの事業の実績についての資料をちょっと今現

在持ち合わせておりませんけれども、まちづくり計画につきましては毎年、平成23年から

始まりまして、10カ年計画でとりあえず５カ年の今事業計画を立てているところでござい

ます。その５カ年の事業計画につきましても一応毎年度ローリング方式で総合振興計画の

審議会におきまして報告させていただいているところでございますけれども、ちょっとき

ょう資料は今手持ちにございませんが、まず重点プロジェクトは３つございまして、子ど

もを産み育てる環境の整備充実につきましては保育料の軽減、無料化、それから出産祝い

金制度の充実、それからファミリーサポートセンターの開設につきましての準備とか、一

応計画上に上がっていることを少しずつ進めているところでございます。 

 それから、２点目のプロジェクトでございますけれども、雇用機会の新設、創出につき

ましては、地域で働く場の確保という意味合いにおきまして各ＮＰＯとの協働事業を実施

しましたり、まちおこしに関する町民のアイデアを募集しまして、それらにつきまして検

討している団体もございます。また、企業誘致にも期待を寄せるところも多いのですが、

新たな雇用について検討しているところもございます。 

 それから、３点目の居住環境の整備充実でございますけれども、これについて一番大き

な効果があるとは思うのですけれども、住宅建設購入に対する支援、これらにつきまして

は結構効果が上がっているというふうに感じております。それから、ホームページにおけ

る本町の情報発信あるいは転入者に対するハマナス商品券の交付とか、それから良質な公

営住宅の整備等を行いまして住みやすいまちづくりをつくって、少しでも多くの方に本町

を活用していただきたいという努力を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 今るる説明をいただきました。平成23年度から第３期のまちづくり計画とい

うことで計画が立てられました。今も５年目で見直しをするということのお話がありまし

て、今３年目に入りました。本当にただ文字にしただけではなく、実際に何かの行動が具

体的に庁舎内でも検討されながら多分きていると思いますが、目に見えた町民にわかりや

すいような人口の減少化に歯どめをかけるとか、それから定住、移住に関していろいろと

模索をしているようですが、今現在は定住者が見当たらないということで非常に町側も苦

労をしていると思いますが、やはりここを言葉で書いただけではなくて、ある地方では自

主財源で賃貸住宅を建てまして若者を対象に入居者をふやしてきたところがあります。も

ちろん条件がありまして、子どもがいるか、またはこれから結婚する若者に限定して消防

団への加入や地域の行事への参加も条件に加えて、その結果理想の若者が入居するように

なりまして人口増につながった町もあります。やはり斬新なアイデアと新規雇用機会の創

出が必要な時代であると痛切に感じますが、この件についての今後の見解というか、そう

いったもの、具体的なものがありましたらお聞かせを願いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 
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〇水澤町長 福原議員のご質問にお答えを申し上げます。 

 人口減少の歯どめにつきましては、人口5,000人を割らないまちづくりということで、第

３期まちづくり計画を進めているところであります。日本全体の人口減少という中で大変

地方自治、それぞれの町が減少の歯どめに苦労をしているところでありまして、うちの町

としましてもその減少にどのようにして歯どめをかけるかということで、今課長から説明

いたしましたように３つの重点プロジェクトを掲げながら行っているところであります。 

 住環境の整備につきましては、ご指摘がありましたとおり我が町としても定住住宅の取

得の補助金とか、転入ハマナス券の商品贈呈とか、社会活動相互扶助の補償料とか、お年

寄りの緊急通報システム等々、また住宅リフォームについてはご存じのとおり大変好評を

得ておりまして多くの方に利用をいただいているところでありますし、また高齢者の住宅

改修費の補助、また公営住宅の整備事業等々も行ってそれぞれ人口減少に歯どめをかける

ということで今進めているところであります。 

 ただ、どうしても社会的減少と、それと自然的減少がございます。自然的減少というの

は、ご存じのとおり生まれる子どもと亡くなる人の差、これが大きな要素を占めているわ

けでありまして、浦幌町としても何とかこれを歯どめをかけるというのは、高齢者の方が

多くいらっしゃるということは大変私はすばらしい町だと思っていますから、亡くなる方

については歯どめをかけるということはできませんけれども、新しい子ども、出生人口を

ふやすということについては町としても大きな課題を持ちながらそれぞれ子育て環境の整

備充実を今進めておりまして、そういう面では浦幌町が住みやすい町だということでは大

変好評を受けているのではないかなというふうに思っています。もちろんそれについては、

保育園の保育料の無料化とか、中学生までの医療費の無料化とか、いろいろ制度を打って

いるわけでありますけれども、そういう制度を打ちながら今後ともその人口減少に何とか

歯どめをかけてまいりたい。人口減少は、出生率を上げることがまず自然的減少の歯どめ

ということでありますから、出生率の向上に向けて住みやすいまちづくりをこれからも進

めてまいりたいというふうに思っています。 

 あと、社会的原因、これは転出と転入の差であります。当初は、四、五年前は大変これ

が差が大きいということもありました。ただ、最近は何とかその差が縮まってきていると

いうことであります。ただ、年度によってはやはり大きな差が出てきているということも

現実でありまして、昨年は何とか100名以内、全体の100名以内の歯どめをかけたというこ

とでありまして、何とか人口減少に歯どめをかけるためには年間の減少率を下げるという

ことが大変課題でありますので、自然的な要因をまず出生率をふやすということと転入を

ふやし、また転出を減らすということで社会的減少を少なくしていくということが我々の

課題だというふうに思っています。 

 そういう面では、今定住対策ということで移住環境、居住環境の整備ということで先ほ

ど申し上げましたとおり、そういう制度を進めながら住みやすい環境づくりを行っていき

たいなというふうに思っているところであります。それぞれ制度、重点プロジェクトの中
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で打っているわけでありますけれども、今大きなプロジェクトとして光ケーブルの設置

等々、大きな予算を使いながら浦幌の環境づくりに今までも努めてまいりました。今後と

もそういう環境づくり、住みやすいまちづくりの環境づくりをこれからも進めてまいりた

いというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいなというふうに思っていると

ころであります。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 いろいろと説明はいただきましたが、やはり人口減を食いとめるには雇用機

会の新規の創出が絶対使命だと私は思います。それで、何年も前からこのようなことが言

われていまして、町民のアイデアによるまちおこし、新規起業、特産品の開発等言われて

いますが、側面的な支援ばかりではなくやはり庁舎一丸、役場の人間が一丸となってこう

いったものに真っ向から対処して新しいアイデアを募りながらやっていく時代でないか

と。そのようなアイデア、斬新なアイデアを持ちながら町全体でやっているところは人口

の増がやはりあります。浦幌町もぜひとも釧路に１時間、帯広に１時間という立地条件は

悪くないと思いますので、そういったところも考え合わせてぜひとも雇用機会、新規のも

のを創出していただきたい。浦幌で働きたいというＮＰＯや何かの方のお話を聞きますと、

雇用口があれば浦幌に残りたいのだという話がたくさん出ています。そういったことをき

ちっと捉えながら、やはり知恵を出し合いながら浦幌町にふさわしいものを考えていかな

ければ、なかなかこの町の人口減、それから定住というものは図れないのではないかと思

います。その辺、本当に計画の中にはすばらしいことがいっぱい書いてありますが、本当

にこの計画を実施するためにはいろんな新しいアイデアが必要だと思いますが、この件に

ついてもお伺いしておきたいと思います。 

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 人口対策に係ります雇用確保でございますけれども、本町に

おきましては人口減少、これに対して一番の特効薬は企業誘致というふうに考えてはおり

ますけれども、現実的にはそういうことは難しい状況下にございます。したがいまして、

そうしたらどういうふうに人口を維持していくのかということになりますけれども、現在

なかなか経済的にもよくないという状況下におきまして今現在可能性があるとすれば、少

ないではありますけれども、子どもたち、今後の子どもたちがこれから浦幌町を背負って

立っていただくということを考えますと、その子どもたちが学業が終わった後、浦幌町に

住みたくても住めないという状況下もありますので、この辺のところを何とか知恵を絞っ

て今後対策として持っていきたいと。 

 これにつきましては、うらほろスタイル協議会の中に本年度若者雇用創出事業という事

業を新たに設けております。この事業におきまして検討会をつくっておりますけれども、

この検討会の中で今現在町内におきます経済団体の若い方々をメンバーにいたしまして議

論を今現在しているところでございます。ただ、この方向性についてはまだ決まっており
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ませんので、ここで具体的なこんな形でやるというようなことはちょっとまだ時期尚早で

申し上げられませんけれども、そういう若い人方の意見を取り入れて、そしてこれから大

きくなっていく若者たち、子どもたちのために浦幌町で仕事ができるようにするにはどう

したらいいかというようなことをテーマといたしまして今現在検討しているところでござ

います。したがいまして、こういうこの結果によりましては、場合によっては地域の経済

の発展のヒントにもなるのではないかというふうに考え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 今説明をいただきました。非常にまだ今現在進行形ということで方向性を見

出していないと。今私はそんなような時代ではないと。もう即結論を出しながら、お金を

与えてＮＰＯに何でもしてもらって、それを町で受けて何かをするという、そんな時代で

は私はないと思います。自分たちでみずから汗を流して一生懸命町のためにやらなければ

ならない時代で、お金を出せばいいという時代ではないと思います。非常にうらほろスタ

イルということで皆さん期待しています。私ももちろん期待をしています。でも、本当に

その中で方向性が見出せないということは、もちろん結果もいまだにわからないというこ

とで、この結果が結びつかなかったら次はどうするかということは考えているかどうかお

伺いしておきたいと思います。 

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 結果が出なければどうするのだというご質問でございますけ

れども、現在検討をしているという方々は本町における各産業の中での若い方々、そうい

う人方がそういう場におきまして浦幌町のまちづくりあるいは子どもたちの雇用のことを

議論するということは、今後の浦幌町における活力に非常にいいことだと私は考えている

ところでございます。したがいまして、結果が出るか出ないか、それはちょっとわかりま

せんけれども、こういう話し合いを持つと、コミュニケーションをとるということがこれ

からのまちづくりの大事なところではと考えております。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 本当にどの町でもいろんな知恵を出しながら、いかに我が町に魅力あるもの

を持ちながら人口をふやして将来的にも町を担っていただく方を呼び寄せるという方法、

方向性を持っていかなければ私は自然減ということで、あえていろいろと工夫をしてもし

ようがないのではないかということではやはりだめではないかと。せっかくこういう立派

な役場がありながら、その浦幌町の活力を何としてでも見出していこうという、そういう

強い信念のもとにいろいろと政策なりプロジェクトなりを組んでいただきたいということ

を願っております。 

 以上で私の質問は終わります。 

〇田村議長 答弁はよろしいですか。 

 町長。 
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〇水澤町長 福原議員が心配されております人口減少の歯どめにつきましては、当然私ど

もも重点プロジェクトを組みながら、これに立ち向かっていきたいというふうに考えてお

りますし、さまざまな浦幌町としての政策も先ほど述べたとおり行っています。また、新

たに民活といいますか、民間の力をかりながらまた違うさまざまな角度からあらゆる方策

を図ってまいりたいということで、民間の人たちの知恵もかりながら行ってまいりたいと

いうふうに考えているところであります。それぞれ浦幌乳業の新製造棟が設置されまして、

これについても雇用が生まれました。いろんな部分での雇用がこれからも出てくる可能性

を模索しながら町政を執行してまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解をいた

だきたいと思います。 

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いたします。 

 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１０時５６分  休憩 

午前１１時１４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24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。 

〇鈴木総務課長 認定第１号 平成24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24年度浦幌町一般会計歳入歳出決算を別冊

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25年９月２日提出、浦幌町長。 

〇田村議長 審議に入る前に、平成24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24年度決算審査意見書について説明させていただきます。 
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 平成25年７月26日付浦総務第873号で町長から審査に付された平成24年度一般会計ほか

８特別会計歳入歳出決算に関し、平成25年８月１日から８月６日までの期間において、河

内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24年度全会計における決算は、予算額101億8,406万円に対し、歳入総額102億

7,977万円、歳出総額98億8,655万8,000円、差引額３億9,321万2,000円、翌年度へ繰り越す

べき財源、繰越明許費繰越額728万2,000円、実質収支額３億8,593万円で終了し、予算に対

する収入率100.9％、執行率97.1％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２億6,886万2,000円で、実質収支額も２億6,173万2,000円の黒字となっている。一

般会計における自主財源では、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金で８億4,624万1,000円

の増、町税、使用料、手数料、負担金、諸収入の区分で2,924万6,000円の減となり、差し

引き８億1,699万5,000円の増である。また、依存財源では、地方交付税、国庫支出金、道

支出金、町債などで６億5,221万1,000円の増となったが、要因としては防災行政無線工事

や町道通学通などの道路建設事業、南町団地などの公営住宅建設事業などに係る国、道支

出金や地方債の増によるものが大きい。一方、地方譲与税ほかの区分では2,766万8,000円

の減となり、差し引き６億2,454万3,000円の増である。その他財源では、分担金で2,593万

4,000円の増であった。特別会計総額については、歳入歳出総額１億2,435万1,000円で、実

質収支額も１億2,419万9,000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1,682万7,357円で前年に対し

317万3,644円の増、負担金、分担金、使用料などでは負担金、分担金2,027万3,452円、使

用料589万2,823円、貸付金元利収入438万7,815円、雑入2,027万3,452円の総額3,101万

9,301円となった。町税を含めた全体では4,784万6,658円（前年度4,510万2,390円）で、前

年に対し274万4,268円滞納額がふえる結果となった。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、悪質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24年度地方債発行額は、一般会計７億4,916万8,000円、特別会計２億2,140万、総額

９億7,056万8,000円であり、平成24年度元利償還額は特別会計を含め12億2,469万2,000円

となった。平成24年度末現在高は、一般会計68億4,465万7,000円、特別会計40億6,729万

4,000円、総額109億9,063万6,000円である。前年に対し、6,655万3,000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、世代間の負担公平の観点を踏まえ、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るよう望

む。 
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 平成24年度末基金残高の状況であるが、一般会計14基金総額33億3,033万9,000円（前年

度13基金27億5,055万8,000円）、特別会計３基金総額１億2,271万1,000円（前年度３基金１

億987万7,000円）となり、全会計総額34億5,305万円（前年度28億6,040万5,000円）である。

増減額は、一般会計で５億7,978万1,000円の増、特別会計で1,286万4,000円の増、総額５

億9,264万5,000円の増となっている。特に今回財政調整基金等から新たに公共施設整備基

金へ13億291万1,000円の積み立てが行われた。なお、総額では10年前と比較すると30億円

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おさめ、大規模災害な

ど将来の財政需要及び財政環境の変化に対応するため、各種基金へ積み立てに努力されて

いることは改めて評価したい。 

 一方、財政構造面から見ると、財政力指数は0.162から0.157に微減、経常収支比率は

81.7％から75.5％と前年度と比較して6.2ポイント下回った。また、実質公債費比率につい

ても、３カ年平均で12.4％から12.1％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。 

 以上です。ありがとうございます。 

〇田村議長 次に、平成24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。 

〇鈴木総務課長 地方自治法第233条第５項に基づく平成24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。 

 報告書、青色の表紙をおめくりいただきたいと思います。１ページをごらんおき願いま

す。平成24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説明をさせていた

だき、予算現額、歳入歳出差引額については省略をさせていただきます。一般会計、歳入

決算額73億9,027万8,485円、歳出決算額71億2,141万6,648円、執行率97.8％、繰越事業費

繰越財源712万9,750円、実質収支額２億6,173万2,087円でございます。 

 特別会計でございますけれども、町有林野、歳入決算額 9,430万 8,008円、歳出決算額

8,163 万 3,934 円、98.0％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、

町有林野会計から個別排水処理会計までゼロとなっておりますので、省略をさせていただ

きます。実質収支額 1,267万 4,074円。 

 国民健康保険事業会計、歳入決算額９億 6,912万 5,533円、歳出８億 8,603万 5,635円、

95.5％の執行率でございます。実質収支額 8,308万 9,898円。 

 後期高齢者医療会計、7,451万 3,537円の歳入決算額に対しまして、歳出決算額 7,405万

1,216円、執行率 98.4％、実質収支額 46万 2,321円。 

 介護保険会計、６億 2,102万 5,874円の歳入決算額に対しまして、６億 978万 9,938円

の歳出決算額で、96.3％の執行率でございます。実質収支額は 1,123万 5,936円でござい

ます。 
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 浦幌町立診療所会計、２億 4,381万 8,910円の歳入決算額に対しまして、２億 3,439万

5,409円の歳出決算額、執行率 97.7％で、実質収支額は 942万 3,501円となるものでござ

います。 

 公共下水道会計、３億5,597万2,003円の歳入決算額に対しまして、３億5,373万4,174円

の歳出決算額、執行率 99.3％の内容であります。実質収支額は 223万 7,829円となるもの

でございます。 

 個別排水処理会計、4,420万 6,628円の歳入決算額に対しまして、4,351万 6,245円の歳

出決算額で、執行率は 98.4％、実質収支額におきましては 69 万 383 円となるものであり

ます。 

 簡易水道会計、４億 8,652万 1,326円の歳入決算額に対しまして、４億 8,198万 4,755円

の歳出決算額で、88.4％の執行率でございます。繰越事業費繰越財源は 15万 2,000円とな

り、実質収支額は 438万 4,571円となり、一般会計、特別会計を合わせました合計、歳入

決算額 102 億 7,977 万 304 円に対しまして、歳出決算額 98 億 8,655 万 7,954 円、執行率

97.1％の内容で、繰越事業費の繰越財源の合計は 728万 1,750円で、実質収支額は合計３

億 8,593万 600円となるものでございます。 

 次に、2 ページをごらんおき願います。平成 24 年度、平成 23 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 24年度の収入済額、収入率についての

み各款ごとに説明をさせていただき、平成 23年度以降の欄につきましては省略をさせてい

ただきます。町税、収入済額５億 6,014万 749円、収入率は 104.8％。地方譲与税１億 364万

4,142 円で収入率 111.4％。利子割交付金 145 万 5,000 円で 85.6％の収入率。配当割交付

金は 62万 6,000円で 250.4％。株式等譲渡所得割交付金 17万 3,000円で 173.0％。地方消

費税交付金5,420万6,000円で108.4％。自動車取得税交付金は2,190万円で収入率168.5％

であります。地方特例交付金 57万 2,000円で 100.0％の収入率。地方交付税 36億 8,970万

4,000円で 102.9％。交通安全対策特別交付金 114万 3,000円で 103.9％。分担金及び負担

金２億 198万 2,548円で 89.8％。使用料及び手数料１億 4,248万 7,646円で 104.3％。国

庫支出金４億 7,385万 5,423円で 97.0％。道支出金２億 7,148万 7,126円で 96.2％。財産

収入 4,916万 5,452円で 109.2％。寄附金 1,267万 3,110円で 104.5％。繰入金７億 3,956万

6,551円で 100％であります。繰越金は２億 4,417万 2,929円で、同じく 100％であります。

諸収入7,179万5,809円で115.4％。町債７億4,916万8,000円で98.5％。合計73億9,027万

8,485円で収入率 101.5％となるものでございます。。 

 次に、３ページに移らせていただきます。平成 24年度、平成 23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 24年度の各区分におきます収入済額と収納

率のみ説明させていただき、そのほかにつきましては省略をさせていただきます。町民税、

現年課税分、収入済額２億 4,361万 1,894円、収納率 98.6％、滞納繰越分、収入済額 232万

190 円で 25.2％の収納率、合計、収入済額２億 4,593万 2,084円で収納率は 96.0％でござ

います。固定資産税、現年課税分２億 5,396 万 4,600 円は 99.0％の収納率でございます。
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滞納繰越分 58 万 4,590 円は 12.9％、合計の収入済額は２億 5,454 万 9,190 円で収納率

97.5％でございます。軽自動車税、現年課税分 1,180万 5,559円で 99.5％、滞納繰越分４

万 800円で 81.0％で、合計収入済額 1,184万 6,359円は 99.4％の収納率でございます。町

たばこ税は、現年課税分のみでございます。収入済額 4,572 万 396 円で収納率 100％の内

容であります。入湯税は同じく現年課税分のみで、収入済額 209 万 2,720 円で 100％の収

納率でございます。合計、現年課税分５億 5,719万 5,169円で収納率 98.9％、滞納繰越分

294 万 5,580円で収納率 21.3％で、合計の収入済額は５億 6,014万 749円で 97.1％の収納

率でございます。 

 次に、次の４ページをごらんおき願います。平成 24年度、平成 23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、各区分ごとにおきましては平成 24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、支出済額 7,407万

7,969円、執行率 99.1％、総務費 19億 3,415万 8,865円、98.3％。民生費 11億 1,600万

6,813円、98.3％。衛生費３億 9,750万 1,255円、98.5％。労働費 1,564万 7,680円、98.9％。

農林水産業費６億 293万 9,445円、91.7％。商工費１億 3,497万 7,397円、98.5％。土木

費７億9,529万5,252円、98.0％。消防費５億9,194万1,721円、99.7％。教育費６億1,727万

3,780 円、97.5％。災害復旧費 3,207 万 1,180 円、97.0％。公債費８億 938 万 8,163 円、

99.6％。諸支出金 13万 7,128円、89.6％。予備費については、執行してございません。合

計額 71億 2,141万 6,648円で、執行率 97.8％の内容でございます。 

 次に、平成 24年度、平成 23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、支出済額においては

平成 24年度、そしてそれにかかわります増減率についてのみ説明をさせていただきます。

１節報酬でございますけれども、6,590万 3,970円、増減率 1.0％の減でございます。２節

給料４億 8,017 万 7,264 円は 0.8％の減でございます。３節職員手当等２億 5,916 万

7,851円は 1.3％の減。４節共済費３億 410万 9,732円は 3.5％の減。５節、６節につきま

しては、執行ございません。７節賃金 9,283万 9,959円は 1.1％の増。８節報償費 1,970万

1,275円は 43.5％の増。９節旅費 1,325万 7,245円は 7.6％の増。10節交際費 13万 9,810円

は 31.6％の減でございます。11 節需用費３億 462 万 2,084 円は 5.3％の増。12 節役務費

5,153万 8,752円は 13.5％の増。13節委託料４億 7,449万 6,231円は 2.8％の減。14節使

用料及び賃借料１億2,220万7,071円は19.8％の増。15節工事請負費８億1,727万8,300円

は 73.7％の増でございます。16節原材料費 290万 7,167円は 49.4％の減。17節公有財産

購入費１億 1,002万 9,349円は 768.4％の増。18節備品購入費 7,927万 3,815円は 125.6％

の増。19 節負担金補助及び交付金７億 8,211 万 5,258 円は 0.2％の増。20 節扶助費３億

2,762 万 960 円は 3.1％の増でございます。21 節貸付金 4,000 万は増減率ゼロでございま

す。22節補償補てん及び賠償金 76万 2,000円は増減率ゼロ。23節償還金利子及び割引料

８億 1,127万 1,054円は 3.4％の減。24節投資及び出資金については、執行ございません。

25 節積立金 13 億 1,493 万 6,498 円は 290.3％の増。26 節寄附金については、執行ござい
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ません。27節公課費 161万 100円は 20.0％の減。28節繰出金６億 4,545万 903円は 3.1％

の減。合計 71 億 2,141 万 6,648 円は 25.4％の増でございますけれども、主な要因といた

しましては、15節工事請負費の 73.7％及び 17節公有財産購入費の 768.4％並びに 25節積

立金の 290.3％のそれぞれの増額につきましては先ほどの監査委員様のご報告のとおりで

ございます。18節備品購入費における 125.6％増は、除雪トラックの購入によるものでご

ざいます。 

 ６ページに移らせていただきます。平成 24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、臨時的経費と経常的経費に仕分けされておりますが、それぞれの事

業費の財源となるもの、臨時的経費の財源となるものの内訳でございます。主なものにつ

きましては、地方交付税の欄でございますけれども、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 8,238万 7,000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 34億 731万 7,000円で、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

れておりますけれども、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

2,666 万 8,000 円につきましては臨時財政対策債でございます。この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いて地方交付税の基準財政需要額に算入されるため、

歳入合計欄の経常経費の一般財源 41億 8,022万 2,000円とただいま申し上げました地方債

の２億 2,666万 8,000円を足したものが経常経費における一般財源として取り扱われるも

のになるものでございます。 

 次に、７ページの平成 24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ありますが、

物件費以下につきましてはその年に起こり得るなどの臨時的経費、それ以外が経常経費と

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

も臨時的経費として取り扱われ、恐れ入りますが、12ページをごらんおきいただきたいと

思います。12ページの表題は、平成 24年度普通会計投資的経費内訳表となっております。

この内訳表の科目の２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費の事業名、役場庁舎タ

ンク改修工事の事業費 507万 2,000円から 18ページまでになりますけれども、最終 18ペ

ージの 11款災害復旧費、３項その他公共施設等災害復旧費、１目その他公共施設等災害応

急費の事業費、場所は留真と記載しておりますけれども、149 万 1,000 円までの先ほどの

12 ページから 18 ページまでのそれぞれの事業費を合算した合計がこの最終のページの中

の総合計というところがございます。その横に黒く太い線で囲んであります。事業費の総

合計 12億 213万 2,000円がございます。この 12億 213万 2,000円、そして７ページに移

りますけれども、７ページにございます区分の中の投資的経費におきます平成 24年度の決

算額 12億 213万 2,000円と同額になるもので、12ページから 18ページまでの投資的事業

費の合計額がこの額になるという内容のものであります。この積み上げが合計となるもの

でございます。次に、この表の右から５列目の平成 24年度の経常収支比率でございますけ
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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 2,719万 6,000円、

これを前ページの地方債における臨時的なものの一般財源、臨時財政対策債と申し上げま

したけれども、２億 2,666万 8,000円と歳入合計の経常的なものの一般財源 41億 8,022万

2,000 円との合計額 44 億 689 万円で割りますと、７ページにございます経常収支比率

75.5％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24年度末地方債の状況でございます。一

般会計から特別会計、全ての会計となるものでございます。この状況につきましては、平

成23年度末現在高と平成24年度発行額についてを説明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23年度末現在高68億796万9,000円、平成24年度の発行額は７億

4,916万8,000円で、平成24年度末現在高につきましては68億4,465万7,000円となるもので

ございます。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23年度末現在高

110億5,818万9,000円、平成24年度発行額９億7,056万8,000円、平成24年度末現在高109億

9,163万6,000円となるものでございます。 

 次に、９ページに移らせていただきます。平成24年度末基金の状況でございます。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23年度末残高

と平成24年度末残高についてのみ説明をさせていただきます。一般会計におきましては、

14基金の合計で平成23年度末残高27億5,055万8,000円、平成24年度末残高におきましては

33億3,033万9,000円、特別会計を含めた合計17基金では総合計、平成23年度末残高28億

6,040万5,000円、平成24年度末残高34億5,305万円となるものでございます。 

 次、10ページをお開き願います。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は平成24年度の支出額及び平成25年度以降支出の予定額の

合計についてのみ説明させていただきます。平成24年度支出額につきましては、債務負担

行為11件でございますけれども、合計額２億2,489万9,000円、平成25年度以降支出予定額

につきましては４億7,138万8,000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でございま

す。各名称区分における説明につきましては、平成24年度の数値についてのみ説明をさせ

ていただきます。標準財政規模43億7,581万7,000円、基準財政収入額６億４万円、これら

にかかわります基準財政需要額につきましては40億283万4,000円でございます。財政力指

数につきましては、３カ年平均で0.157、平成24年度単年度の比率では0.150、経常収支比

率におきましては75.5％となるものでございます。なお、公債費に関する指標につきまし

ては実質公債費比率を判断基準としていますことから、公債費比率及び起債制限比率並び

に公債費負担比率につきましては本表から削除させていただいてございます。 

 次に、12ページをごらんおき願います。平成24年度普通会計投資的経費内訳表でござい

ます。この内訳表につきましては、12ページから18ページにかけて記載をしてございます。

このことにつきましては、後ほどごらんおきをお願いしたいと思います。 

 18ページの次をお開き願います。青色のページがございますが、その次の１ページから



                                             － 22 － 

39ページにつきましては、平成24年度の一般会計の決算説明資料でございます。また、そ

の次の40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をお願いしたいと思います。また、特別会計の

次の青色のページ以降につきましては、１ページから28ページの最終ページにつきまして、

先ほど監査委員様から提出ございました平成24年度の浦幌町各会計決算審査意見書でござ

いますので、ごらんおきをお願いしたいと思います。 

 以上で地方自治法第233条第５項に基づく平成24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ので、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24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24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24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。 

〇鈴木総務課長 平成24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73億9,027万8,485円、２、歳出総額71億2,141万6,648円、３、

歳入歳出差引額２億6,886万1,837円、４、翌年度へ繰り越すべき財源、（２）繰越明許費繰

越額712万9,750円、計712万9,750円、５、実質収支額２億6,173万2,087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。 

 

    ◎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８日までの２日間は休会として、９月９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８日までの２

日間は休会として、９月９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。 
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    ◎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 午前１１時５２分 

 


