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平成３１年第１回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

平成３１年３月４日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 ０時２４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 議案第 ８号 浦幌町交通安全指導員設置条例の一部改正について 

 日程第 ８ 議案第 ９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 ９ 議案第１０号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

 日程第１０ 議案第１１号 浦幌町住みよい生活環境づくり条例の一部改正について 

 日程第１１ 議案第１２号 平成３０年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第１２ 議案第１３号 平成３０年度浦幌町町有林野特別会計補正予算 

 日程第１３ 議案第１４号 平成３０年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算 

 日程第１４ 議案第１５号 平成３０年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 日程第１５ 議案第１６号 平成３０年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第１６ 議案第１７号 平成３０年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算 

 日程第１７ 議案第１８号 平成３０年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算 

 日程第１８ 議案第１９号 平成３０年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算 

 日程第１９ 議案第２０号 平成３０年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 日程第２０ 同意第 １号 浦幌町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を 

              求めることについて 

 

〇出席議員（１０名） 

    ２番  澤  口  敏  晴     ３番  差  間  正  樹 

    ４番  安  藤  忠  司     ５番  二  瓶     隆 

    ６番  福  原  仁  子     ７番  杉  江     博 

    ８番  河  内  富  喜     ９番  阿  部     優 

   １０番  森     秀  幸    １１番  田  村  寛  邦 
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〇欠席議員（０名） 

 

〇出席説明員 

    特 別 職 

     町    長   水  澤  一  廣 

     副  町  長   鈴  木  宏  昌 

 

    町 部 局 

     総 務 課 長   獅 子 原  将  文 

     ま ち づ く り 政 策 課 長   山  本  輝  男 

          町 民 課 長      鈴  木     広 

     保健福祉課長   廣  富  直  樹 

          産 業 課 長      岡  崎  史  彦 

     施 設 課 長   小  川  博  也 

          診療所事務長      新  川  寿  雄 

 

    教育委員会 

          教  育  長      久  門  好  行 

     教 育 次 長   熊  谷  晴  裕 

 

    農業委員会 

     会    長   小  川  博  幸 

          事 務 局 長      佐  藤  勇  人 

 

    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   小  島  師  紀 

     議 事 係 長   中  田     進 
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開会 午前１０時００分 

    ◎開会の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は10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31年第１回浦幌町議会

定例会を開会いたします。 

 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 直ちに本日の会議を開きます。 

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

します。 

 

    ◎議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 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31年２月12日をもって招集されました平成31年第１回浦幌町議会定例会の運営につ

いて、去る２月22日午前に開催した議会運営委員会の審議結果について報告します。 

 委員会には、委員全員と正副議長出席のもと、理事者の出席を求め、今期定例会に提出

される議案の説明を受け、日程及び運営について協議を行いました。 

 定例会における議案は、町長提出として一般議案４件、平成30年度補正予算案９件、平

成31年度予算案９件、同意１件であり、議会提出は発議、発委等であります。以上の内容

を踏まえ、会期は本日３月４日より３月13日までの10日間でお願いします。 

 次に、一般質問でありますが、３月８日午後６時からナイター議会として行うこととさ

せていただきました。なお、一般質問の通告については、明日５日正午までにお願いしま

す。また、ナイター議会の開催につきましては、理事者を初め、各執行機関の長及び説明

員の皆様にもご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げます。 

 次に、本日の会議は、諸般の報告、常任委員会報告、行政報告に続き、一般議案、第８

号から第11号までの４件、平成30年度一般会計ほか各特別会計補正予算として議案第12号

から第20号までの９件、同意第１号の１件の審議を予定しております。 

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

おります。 

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

うよろしくお願いをいたします。 

 以上で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。 
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    ◎日程第２ 会議録署名議員の指名 

〇田村議長 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期会議録の署名議員は、会議規則第126条の規定により、３番、差間正樹議員、４番、

安藤忠司議員を指名いたします。 

 

    ◎日程第３ 会期の決定 

〇田村議長 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りをいたします。本定例会の会期は、本日から３月13日までの10日間にしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から３月13日までの10日間に決定をいたしました。 

 

    ◎日程第４ 諸般の報告 

〇田村議長 日程第４、諸般の報告を事務局長より行わせます。 

〇小島議会事務局長 諸般の報告をいたします。 

 今期議会の説明員につきましては、平成31年２月18日付で町長並びに教育委員会教育長、

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31年２月13日から平成31年３月３日までの１の議長等の動静及び２の議員の

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、ごらん願います。 

 ３のその他については、特に報告すべき事項はございません。 

 次に、監査委員から提出のあった平成30年11月分から平成31年１月分の例月出納検査報

告につきましては、事前に配付しておりますので、ご了承願います。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

〇田村議長 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第５ 常任委員会報告 

〇田村議長 日程第５、常任委員会報告を許します。 

 総務文教厚生常任委員会、阿部委員長。 

〇阿部総務文教厚生常任委員長 常任委員会調査報告をさせていただきます。 

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

定により報告いたします。 

 １、調査事件、地域防災施策。 

 ２、調査実施期日、平成31年１月24日、事前研修、平成31年１月28日、調査実施日であ

ります。 

 ３、調査の経過と結果、浦幌町の住民が安心して暮らせるよう、それぞれの責務に応じ
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た防災のための行動に努め、住民と行政がともに力を合わせて防災対策を推進し、地域の

特性に応じた災害に強いまちづくりに取り組むとともに災害から多くの命を守ることを願

い、政策提案を平成29年９月に行ったが、地域防災計画の見直し等、議会の政策提案に対

する対応結果がその後の防災政策にどのように反映されているか、関係資料を要求し、調

査を行いました。 

 なお、１ページの①、地域防災計画の見直し等に係る進捗状況や業務内容について、２

ページの②、合同所管事務調査及び政策提案後の取り組み状況について、それから６ペー

ジの③、防災行政無線廃止に伴う対応については、朗読を省略させていただきます。 

 これより７ページの所見を述べさせていただきます。町民が安心して暮らすために大切

な備えとなる地域防災計画が地域住民の足元を考慮したものでなければならないと強く感

じており、まずは行政が主体的かつ能動的にその責務に応じた防災のための行動に努め、

地域とともに力を合わせて防災対策を推進し、その地域の特性に応じた災害に強いまちづ

くりに取り組むとともに、災害から多くの生命を守ることに最大限の資源（人・物・金）

を投じる必要がある。その強い意思が町民に伝わらなければ、自主防災計画は絵に描いた

餅にしかすぎない。現に町民アンケート調査からも自主防災組織の必要性は感じながらも

その認知度は低いことがうかがわれる中で、町にその意思がなければ、町民が抱えるそれ

ぞれの地域性や進め方などの課題、問題点も見出せない。町民がどのように現状を把握し、

行動すればよいのか迷う中を立ちどまって見ているのが現在の浦幌町の防災の姿であるよ

うに見える。現状の結果を踏まえ、理事者を先頭に組織全体が進むべき方向性を捉え、多

角的にアプローチする姿勢で町民とともに進めることが必要ではないか。 

 防災意識の向上には、①、一般的な知識だけではなく、その地域に根差した個別具体の

防災知識の提供、②、自分や家族に直接関係する問題として認識させるための積極的なリ

スク情報の提供、③、話を聞くだけではなく、みずから手や足、身体を使って体験させる

ためのプログラムの提供、④、さまざまな主体が連携し、互いが教え、教わる環境の構築

が必要不可欠である。議会は、これらを地域防災に係る基本的要素として、一昨年政策提

案を行ったところであり、そういった意味で住民意識の高揚と住民や事業者の積極的な参

加を踏まえた行動指針となる理念を根幹とした防災基本条例の制定を求めているが、現に

住民が地域において設立した自主防災組織は、いまだ２行政区のみである。 

 町は、住民みずからの自助がまず第一に必要であること、つまりは住民が自主的に設立

した組織でなければ組織は機能しないということにこだわっているが、この状況は現状の

進め方では設立が進まないことの証左であると考えるところであり、地域の核となるべき

組織自体が現在の社会情勢により弱体化の傾向が進み、役員のなり手にも困っているとい

う状況等を考慮したとき、このままではきょう襲われるともわからない災害に対し、何の

備えもないままに遭遇するに等しく、高齢者世帯や障がい者等の生活弱者への対策を含め、

大きな被害を生じさせないためにも町は積極的かつ柔軟にこういった課題を抱える地域に

優しく手を差し伸べ、力添えをするべきと考える。 
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 自主防災組織が滞りなく永続的に機能すれば、防災対策における住民課題の多くは解決、

もしくはよい方向に向かうと想像される。そのためには、行政がまずみずからその一歩を

踏み出して地域に歩み寄り、説明する（してきた）というだけではなく、じかに地域住民

に防災に対するプロセスの構築と積極的なアプローチを心がけ、日ごろより惜しみない努

力を積み重ねていくことが重要であり、そういった中から一つでも多くの自主防災組織が

設立され、地域防災のかなめとして発展し、趣旨実践していくことが可能となるように切

に願うものであります。 

 次に、防災行政無線網についてであるが、現在さまざまな手段、手法について限られた

予算の中で鋭意検討を進めていることは理解するところであるが、さきの胆振東部地震の

発生及びその後の長期停電なども踏まえ、津波以外の山間部における防災対応を地勢的ま

たは人的に考慮したとき、現状を長期間にわたり肯定し、放置することは行政の不作為と

言っても過言ではないと考える。一刻も早い整備対応を求めるものである。 

 以上、総務文教厚生常任委員会所管事務調査報告とさせていただきます。 

〇田村議長 これで委員会報告を終わります。 

 

    ◎日程第６ 行政報告 

〇田村議長 日程第６、行政報告を許します。 

 町長。 

〇水澤町長 行政報告を行います。 

 平成31年２月13日から平成31年３月３日までの町長等の動静については、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のその他については、特別報告する事項はございません。 

 以上で行政報告といたします。 

〇田村議長 これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第７ 議案第８号 

〇田村議長 日程第７、議案第８号 浦幌町交通安全指導員設置条例の一部改正について

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 議案書１ページをごらん願います。議案第８号 浦幌町交通安全指導員

設置条例の一部改正について。 

 浦幌町交通安全指導員設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成31年３月４日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんください。浦幌町交通安全指導員設置条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町交通安全指導員設置条例（昭和45年浦幌町条例第26号）の一部を次のように改正
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する。 

 第５条中「20人」を「20人以内」に改める。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 改正の趣旨及び内容につきましては、議案説明資料により行わせていただきます。説明

資料は１ページをお開き願います。１の改正の趣旨及び２の改正の内容ですが、近年の社

会情勢の変化に柔軟に対応するため、浦幌町交通安全指導員の定数を現在の20人から20人

以内に改正するものです。 

 次のページに新旧対照表がありますので、ご参照願います。 

 ３の施行期日でございますが、この条例は、公布の日から施行いたします。 

 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８号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第８ 議案第９号 

〇田村議長 日程第８、議案第９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。 

〇獅子原総務課長 議案書の３ページをごらん願います。議案第９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31年３月４日提出、浦幌町長。 

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

 浦幌町職員の給与に関する条例（昭和41年浦幌町条例第32号）の一部を次のように改正

する。 

 以下、条文の朗読を省略し、説明資料により説明させていただきます。説明資料の３ペ

ージをごらん願います。１、改正の趣旨でございますが、時間外勤務手当の基礎となる１
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時間当たりの給与額の算出について、地方公務員については労働基準法が適用されること

から、関係法令に基づき条例により定めているところですが、他県において県の給与条例

を準用する独立行政法人に対し、労働基準監督署より、寒冷地手当を時間外勤務手当の算

定基礎に含めていないことが労働基準法に違反するため、是正するよう勧告がございまし

た。本町においても寒冷地手当を算定基礎に含めておらず、国からも適切に対応するよう

通知があったことから、平成31年度より寒冷地手当を加えた合計額を基礎に算出するよう

改正するものでございます。 

 ２、改正の内容でございますが、時間外勤務１時間当たりの給与額の算出に関する規定

を新たに設けるもので、改正前においては給料の月額に12を乗じたものを分子とし、月曜

日から金曜日までの勤務時間である週38時間45分に52週を乗じた時間数から１日の勤務時

間数である７時間45分に休日の日数、これは国民の祝日及び年末年始の休業日になります

が、これを乗じた時間数を控除したものを分母として算出しておりましたが、改正後にお

いては給料の月額に寒冷地手当の額を加算した額に12を乗じたものを分子として算出する

こととするものでございます。なお、休日勤務手当、夜勤手当につきましても同様の単価

を用いることになります。 

 次に、３の施行期日でございます。この条例は、平成31年４月１日から施行するもので

ございます。 

 なお、新旧対照表につきましては、説明資料４ページから６ページまでに記載しており

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９号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第９ 議案第１０号 

〇田村議長 日程第９、議案第10号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正につい

てを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 
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 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 議案書５ページをごらん願います。議案第10号 災害弔慰金の支給

等に関する条例の一部改正について。 

 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成31年３月４日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例。 

 災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和50年浦幌町条例第９号）の一部を次のように改

正する。 

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

もって説明させていただきます。 

 議案説明資料の７ページをごらん願います。改正の趣旨でございますが、このたびの改

正につきましては、本条例の規定に基づきまして、自然災害により災害救助法が適用され、

被害を受けた世帯の町民である世帯主に対して、その生活の立て直しに資するため貸し付

けを行う災害援護資金につきまして、災害援護資金貸し付けの運用を改善することにより、

被災者の返済負担の軽減及び被災者支援の充実強化に資することを目的に、浦幌町災害弔

慰金の支給等に関する条例の一部を改正するものでございます。 

 ２、改正の内容でございますが、①、第14条関係につきましては、災害弔慰金の支給等

に関する法律（昭和48年法律第82号）の一部が改正されたことによりまして、災害援護資

金の貸付利率が措置期間経過後の延滞の場合を除き、年３％から年３％以内となり、その

貸付利率は市町村の政策判断に基づいた設定ができることとなりましたことから、延滞の

場合を除き無利子に改正するものでございます。 

 ②、第15条関係につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部が改正

されたことによりまして、災害援護資金の償還方法に年賦償還、半年賦償還に加え、月賦

償還を追加しまして、また東日本大震災時の特例により保証人がいない場合であっても災

害援護資金の貸し付けが認められた経緯を踏まえまして現行の必置義務が撤廃されたこと

によりまして、保証人を付することにつきましては市町村の政策判断によることとされた

ことから、削除するものでございます。あわせまして、引用条項が削除されたことに伴い、

条名を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31年４月１日から施行し、改正後の第14条及び第15条

第３項の規定は、このたびの改正法及び改正令の規定に基づきまして、本条例の施行日以

降に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸し付けについ

て適用するものとしまして、当日前に生じた災害により被害を受けた世帯主に対する災害

援護資金の貸し付けについては、なお従前の例によるものでございます。 

 また、次のページに新旧対照表を記載しておりますので、後ほどごらん願います。 

 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10号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１０ 議案第１１号 

〇田村議長 日程第10、議案第11号 浦幌町住みよい生活環境づくり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。 

〇鈴木町民課長 議案書７ページをごらん願います。議案第11号 浦幌町住みよい生活環

境づくり条例の一部改正について。 

 浦幌町住みよい生活環境づくり条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成31年３月４日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんください。浦幌町住みよい生活環境づくり条例の一部を改正する条

例。 

 浦幌町住みよい生活環境づくり条例（平成17年浦幌町条例第３号）の一部を次のように

改正する。 

 別記様式中「記号番号」を「（記号）第 号」に改め、「印」及び「平成」を削る。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 改正の趣旨及び内容につきましては、議案説明資料により行わせていただきます。説明

資料は９ページをごらん願います。１の改正の趣旨でございますが、本町の例規における

様式中の元号表示について、新元号が制定された場合に対応するため、今回改正するもの

でございます。 

 ２の改正の内容につきましては、別記様式中の元号表記部分を空欄とし、あわせて記載

事項の一部を改めるものでございます。 

 次のページに新旧対照表がありますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 

 ３の施行期日でございますが、この条例は、公布の日から施行します。 

 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11号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１１ 議案第１２号 

〇田村議長 日程第11、議案第12号 平成30年度浦幌町一般会計補正予算を議題といたし

ます。 

 お諮りをいたします。本議案の審議は、提案理由の説明及び質疑を細分化して行いたい

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、本議案の審議は、これを細分化して行うことに決定をいたしました。 

 初めに、17ページ、20款１項町債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 補正予算書１ページをごらん願います。あわせまして、説明資料11ペ

ージをお開き願います。議案第12号 平成30年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成30年度浦幌町の一般会計補正予算（第10回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３億5,749万9,000円を減額し、歳入

歳出の総額を歳入歳出それぞれ61億3,520万2,000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。 

 （繰越明許費） 

 第２条 繰越明許費の追加は「第２表 繰越明許費補正」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31年３月４日提出、浦幌町長。 

 ２ページをごらん願います。２ページから５ページまでの第１表、歳入歳出予算補正は、

説明を省略させていただきます。 
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 ６ページをごらん願います。第２表、繰越明許費補正。追加でございます。平成31年度

へ繰り越して事業を実施するものでございます。６款農林水産業費、１項農業費、事業名、

合流地区担い手育成型畑地帯総合整備事業、金額459万円、内容につきましては説明資料

29ページに記載してございますが、暗渠排水86メートルを平成31年度へ繰り越して事業実

施する内容でございます。同じく６款農林水産業費、１項農業費、事業名、栄穂地区担い

手育成型畑地帯総合整備事業、金額802万4,000円、内容につきましては説明資料30ページ

に記載してございますが、区画整理32.7ヘクタールを平成31年度へ繰り越して事業実施す

る内容でございます。 

 ７ページをごらん願います。第３表、地方債補正。変更でございます。起債の目的、過

疎対策事業、補正前限度額３億7,970万円、補正後限度額３億4,340万円。内容につきまし

ては、移住・交流・若者の定住促進対策事業、補正前限度額500万円、補正後限度額600万

円。消火栓設置事業、補正前限度額250万円、補正後限度額220万円。医療費無料化事業、

補正前限度額800万円、補正後限度額700万円。雇用促進事業補助事業、補正前限度額190万

円、補正後限度額280万円。模範牧場作業用機械購入事業、補正前限度額1,650万円、補正

後限度額1,260万円。合流地区担い手支援型畑地帯総合整備事業、補正前限度額1,900万円、

補正後限度額1,250万円。道路建設補助事業、補正前限度額１億2,300万円、補正後限度額

１億430万円。橋梁長寿命化修繕事業、補正前限度額3,340万円、補正後限度額3,220万円。

教職員住宅整備事業、補正前限度額3,790万円、補正後限度額3,600万円。スクールバス車

庫建設事業、補正前限度額2,320万円、補正後限度額2,010万円。学校給食費補助事業、補

正前限度額1,400万円、補正後限度額1,310万円。給食センター改築事業、補正前限度額

1,640万円、補正後限度額1,570万円。８ページごらん願います。公共施設等適正管理推進

事業、補正前限度額8,280万円、補正後限度額8,210万円。内容につきましては、老朽化対

策事業でございます。緊急防災・減災事業、補正前限度額290万円、補正後限度額240万円。

内容につきましては、防災拠点施設整備等事業でございます。計、補正前限度額６億7,456万

2,000円、補正後限度額６億3,706万2,000円。なお、補正後の起債の方法、利率、償還の方

法につきましては変更がございません。 

 ９ページ及び10ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括は説明を省略させて

いただきます。 

 11ページをごらん願います。２歳入、１款町税、１項町民税、１目個人2,800万円を追加

し、２億3,549万円。 

 ２目法人750万円を追加し、4,250万1,000円。 

 ２項１目固定資産税1,950万円を追加し、３億774万4,000円。 

 これらにつきましては、課税額の確定に伴う追加でございます。 

 ９款１項１目地方交付税343万6,000円を追加し、31億2,828万8,000円、内容につきまし

ては説明資料11ページに記載のとおりでございます。 

 11款分担金及び負担金、１項分担金、１目農林水産業費分担金91万7,000円を減額し、
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1,152万2,000円、内容につきましては説明資料29ページから30ページに記載のとおりでご

ざいます。 

 ２項負担金、１目民生費負担金109万1,000円を減額し、１億1,977万7,000円、内容につ

きましては２節児童福祉費負担金につきましては説明資料11ページに、４節老人福祉施設

費負担金及び５節老人保護措置費負担金につきましては説明資料24ページに記載のとおり

でございます。 

 12ページごらん願います。４目教育費負担金102万1,000円を減額し、1,859万8,000円。 

 12款使用料及び手数料、１項使用料、２目民生使用料78万5,000円を追加し、3,006万

4,000円、１節社会福祉使用料につきましては説明資料11ページに、２節児童福祉使用料に

つきましては説明資料12ページに、３節介護サービス使用料につきましては説明資料23ペ

ージから24ページに記載のとおりでございます。 

 ５目土木使用料４万円を減額し、7,584万8,000円。 

 ６目教育使用料17万2,000円を追加し、371万3,000円。 

 13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金163万9,000円を減額し、１億

4,972万2,000円、１節障害者福祉費国庫負担金につきましては説明資料18ページから19ペ

ージに、３節児童福祉費国庫負担金につきましては説明資料12ページ及び21ページから

22ページに記載のとおりでございます。 

 ２目衛生費国庫負担金14万8,000円を減額し、９万9,000円。 

 ２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金50万4,000円を減額し、366万5,000円、内容につ

きましては説明資料16ページから17ページに記載のとおりでございます。 

 ２目民生費国庫補助金34万8,000円を追加し、410万円、内容につきましては説明資料12ペ

ージから13ページに記載のとおりでございます。 

 ３目土木費国庫補助金8,686万1,000円を減額し、２億4,179万9,000円、内容につきまし

ては説明資料32ページから33ページに記載のとおりでございます。 

 14款道支出金、１項道負担金、１目総務費道負担金3,000万円を減額し、1,050万円。 

 14ページをごらん願います。２目民生費道負担金227万2,000円を追加し、9,920万

1,000円、２節障害者福祉費道負担金につきましては説明資料18ページから19ページに、５

節児童福祉費道負担金につきましては説明資料12ページ及び21ページに記載のとおりでご

ざいます。 

 ３目衛生費道負担金10万9,000円を減額し、６万8,000円、１節保健事業道負担金につき

ましては説明資料25ページに記載のとおりでございます。 

 ２項道補助金、２目民生費道補助金11万2,000円を追加し、1,030万3,000円、１節社会福

祉費補助金のうち、地域づくり総合交付金（福祉振興事業）につきましては説明資料17ペ

ージ及び20ページに、２節児童福祉費補助金につきましては説明資料12ページから13ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 ３目衛生費道補助金54万9,000円を減額し、233万6,000円。 
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 ４目農林水産業費道補助金49万円を減額し、１億4,915万5,000円、内容につきましては

説明資料13ページ及び27ページから30ページに記載のとおりでございます。 

 ３項委託金、４目農林水産業費委託金２万7,000円を追加し、1,384万2,000円。 

 ６目土木費委託金14万7,000円を追加し、329万1,000円、内容につきましては説明資料

33ページに記載のとおりでございます。 

 15款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入208万8,000円を追加し、5,552万

9,000円。 

 16ページをごらん願います。２項財産売払収入、１目不動産売払収入231万9,000円を追

加し、232万円、内容につきましては栄町の宅地分譲地の売り払いに係る収入の追加でござ

います。 

 16款１項寄附金、２目指定寄附金1,300万円を減額し、3,702万1,000円、内容につきまし

ては説明資料14ページに記載のとおりでございます。 

 17款繰入金、２項１目基金繰入金２億4,908万7,000円を減額し、１億2,747万5,000円、

内容につきましては財政調整基金繰入金の減額、地域振興基金繰入金、ふるさとづくり基

金繰入金、公共施設整備基金繰入金の充当先事業費の確定による減額でございます。 

 19款諸収入、５項１目雑入124万9,000円を減額し、3,564万4,000円、内容につきまして

は説明資料13ページ及び25ページに記載のとおりでございます。 

 20款１項町債、１目総務債100万円を追加し、１億7,176万2,000円。 

 ３目衛生債130万円を減額し、920万円。 

 ４目労働債90万円を追加し、280万円。 

 ５目農林水産業債1,040万円を減額し、3,780万円。 

 ６目土木債2,060万円を減額し、２億8,500万円。 

 ７目消防債50万円を減額し、240万円。 

 ８目教育債660万円を減額し、8,490万円。 

 これらにつきましては、いずれも事業費確定に伴う補正でございます。 

 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。 

 次に、18ページ、１款１項議会費から26ページ、３款民生費、３項老人福祉費まで説明

を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 補正予算書18ページをごらん願います。あわせまして、説明資料は13ペ

ージをお開き願います。３、歳出、１款１項１目議会費305万6,000円を減額し、7,027万

9,000円、執行残に伴う減額でございます。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費1,094万5,000円を減額し、２億8,653万
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8,000円。 

 ２目情報化推進管理費707万7,000円を減額し、１億3,087万9,000円。 

 これらは、執行残による減額でございます。 

 ３目文書広報費53万2,000円を減額し、598万5,000円、内容につきましては執行残による

減額及び説明資料13ページに記載してございますが、手数料を追加するものでございます。 

 ５目財産管理費173万8,000円を減額し、1,269万9,000円、内容につきましては執行残に

伴う減額でございます。 

 20ページをごらん願います。６目財政調整等基金費1,300万円を減額し、１億2,648万

8,000円、内容につきましては説明資料14ページに記載のとおりでございます。 

 ７目企画費1,277万2,000円を減額し、１億770万円、内容につきましては執行残による減

額及び説明資料14ページから15ページに記載のとおりでございます。 

 10目生活安全推進費100万円を追加し、2,071万5,000円、内容につきましては執行残によ

る減額及び説明資料16ページに記載してございますが、光熱水費を追加するものでござい

ます。 

 12目職員厚生費27万2,000円を減額し、955万7,000円、内容につきましては執行残に伴う

減額でございます。 

 13目諸費50万7,000円を減額し、4,442万2,000円、内容につきましては執行残による減額

及び説明資料16ページに記載してございますが、備品購入費の追加並びに本別浦幌生活維

持路線バス運行補助負担金の追加でございます。 

 14目ふるさとづくり寄附奨励費1,250万円を減額し、2,976万7,000円、内容につきまして

は説明資料16ページに記載のとおりでございます。 

 ３項１目戸籍住民登録費270万5,000円を減額し、2,272万3,000円、内容につきましては

執行残による減額及び説明資料16ページから17ページに記載のとおりでございます。 

 22ページをごらん願います。４項選挙費、１目選挙管理委員会費15万円を減額し、1,047万

1,000円、内容につきましては執行残に伴う減額でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費566万9,000円を追加し、３億2,473万

1,000円、内容につきましては説明資料17ページから20ページに記載するもののほか、執行

残による減額並びに国民健康保険事業特別会計保険基盤安定軽減分及び支援分繰出金の追

加でございます。 

 ３目厚生委員費26万2,000円を減額し、272万5,000円。 

 ４目青少年健全育成費２万円を減額し、26万8,000円。 

 ５目社会福祉施設費２万円を減額し、207万9,000円。 

 ６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費360万7,000円を減額し、926万7,000円。 

 これらは、執行残による減額でございます。 

 ７目後期高齢者医療費244万8,000円を減額し、１億154万9,000円、内容につきましては

説明資料20ページに記載のとおり、療養給付費負担金の減額並びに後期高齢者医療特別会
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計繰出金の減額でございます。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費124万2,000円を減額し、3,085万円、内容につきま

しては執行残による減額及び説明資料21ページに記載してございますが、出産祝金の減額

でございます。 

 24ページをごらん願います。２目児童措置費468万5,000円を減額し、5,268万9,000円、

内容につきましては説明資料21ページから22ページに記載のとおりでございます。 

 ３目認可保育園運営費344万9,000円を減額し、9,165万9,000円、内容につきましては執

行残による減額及び説明資料22ページに記載のとおりでございます。 

 ５目児童館運営費８万円を減額し、41万3,000円、内容につきましては賃金の不足による

追加及び執行残による減額でございます。 

 ７目学童保育所費107万9,000円を減額し、820万2,000円。 

 ８目子育て支援センター費15万3,000円を減額し、1,748万2,000円。 

 これらは、執行残による減額でございます。 

 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費1,468万1,000円を減額し、１億8,133万6,000円、

内容につきましては説明資料22ページから24ページに記載のもののほか、執行残による減

額並びに介護保険特別会計繰出金の減額でございます。 

 ２目老人福祉施設費576万5,000円を減額し、8,487万7,000円、内容につきましては説明

資料24ページに記載のとおりでございます。 

 ３目老人ホーム費661万4,000円を減額し、１億9,889万4,000円、内容につきましては夜

勤手当の不足による追加及び執行残による減額でございます。なお、賃金の減額につきま

しては、説明資料24ページから25ページに記載のとおりでございます。 

 26ページごらん願います。４目町民バス管理費110万円を減額し、728万8,000円、内容に

つきましては執行残による減額でございます。 

 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。 

 ８番、河内議員。 

〇河内議員 21ページ、諸費についてお聞きしたいと思います。 

 今説明資料の中でコミュニティバス車両にドライブレコーダーを設置するということで

の説明がありました。ドライブレコーダーについては、同僚議員が以前質問した経緯がご

ざいますが、現状は何台これでドライブレコーダーは設置されたことになるのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

 前回の一般質問の際から若干車の動向が変わっております。今現在でございますと、維

持管理車両など含め公道を走る車両、こちらが前回は77台というふうにお伝えをしていた

ところが現在80台になってございます。そして、今ドライブレコーダーにつきましては24台
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の設置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 ８番、河内議員。 

〇河内議員 確認なのですけれども、私ドライブレコーダーというものがこういったとこ

ろにきちっと明記された中で説明をされたということは今回が初めてだと思うのですけれ

ども、今まではどのような予算の中でドライブレコーダーの設置については対応してきた

わけですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 これまでは、車両の更新の際、新たな車両を購入する際に当たりまして

車体に搭載された備品購入費、車両と一体となった形としてドライブレコーダーを設置し

た、そういった経緯でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 こういったものについては、前回も整備を進めていくというようなことのお

答えをいただいたと思いますが、取り扱いのガイドラインというものをきちっとした中で

進めていくべきであるというようなことは同僚議員からもお話があったと思いますが、以

前課長のほうからもこのガイドラインについては説明があったと思います。その後ガイド

ラインについて、例えば以前より厳格化だとか、もっと個人情報のことも含めて、そうい

ったものについてきちっと対応しているような方向性でいるのかどうか、その辺について

お聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 前回お答えをさせていただいたときにつきましては、本町においてはそ

ういったガイドライン自体はまだ策定をしてございません。ただ、内部的な運用といたし

ましては、施設課が公用車、車両管理係、その者が担当となって、その者が責任を持って、

さまざまな事象が発生した場合、そういった場合にのみドライブレコーダーの映像記録を

検証すると。その中で当該職員のみがそういった情報を管理する方向性でやっていきたい。

その後ドライブレコーダーを設置した台数、それらが今現在は80台中24台ということでま

だ半数以下でございますので、今後ふえていった段階におきましてそういった策定につき

ましても検討させていただきたい。内部協議をしながら考えてまいりたいというようなお

答えをさせていただいているところでございまして、今現在も同様の姿勢といいますか、

考え方を持っているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 次に、26ページ、４款衛生費、１項保健衛生費から37ページ、12款１項公債費までの説

明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 補正予算書26ページをごらん願います。あわせまして、説明資料25ペ

ージをお開き願います。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費1,424万2,000円

を減額し、２億3,291万7,000円、内容につきましては説明資料25ページに記載のもののほ

か、執行残による減額並びに簡易水道特別会計繰出金の減額でございます。 

 ２目予防費294万9,000円を減額し、1,208万4,000円、内容につきましては執行残による

減額及び説明資料26ページに記載のとおりでございます。 

 ３目環境衛生費62万6,000円を減額し、2,951万7,000円、内容につきましては執行残によ

る減額でございます。 

 ５目医療対策費1,909万5,000円を減額し、8,483万円、内容につきましては執行残による

減額及び帯広厚生病院運営費補助金の追加並びに浦幌立診療所特別会計繰出金の減額でご

ざいます。 

 ６目乳幼児等医療対策費267万8,000円を減額し、1,334万3,000円。 

 ９目未熟児養育医療対策費54万円を減額し、18万1,000円。 

 これらは、執行残による減額でございます。 

 ２項清掃費、１目塵芥処理費93万4,000円を減額し、6,770万円、内容につきましては執

行残による減額並びに説明資料26ページに記載のとおりでございます。 

 ２目し尿処理費102万6,000円を追加し、928万1,000円、内容につきましては説明資料26ペ

ージから27ページに記載のとおりでございます。 

 28ページをごらん願います。５款労働費、１項１目労働諸費96万円を追加し、1,077万

2,000円、内容につきましては説明資料27ページに記載のとおりでございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費12万円を減額し、2,997万8,000円、

内容につきましては執行残による減額でございます。 

 ３目農業振興費218万1,000円を減額し、7,666万7,000円、内容につきましては執行残に

よる減額並びに説明資料27ページから28ページに記載のとおりでございます。 

 ５目畜産振興費329万3,000円を減額し、3,620万7,000円、内容につきましては執行残に

よる減額並びに説明資料29ページに記載のとおり修繕料を追加するものでございます。 

 ６目土地改良費242万4,000円を減額し、9,733万1,000円、内容につきましては執行残に

よる減額並びに説明資料29ページに記載のとおりでございます。 

 ８目道営土地改良事業費1,226万3,000円を減額し、4,165万2,000円、内容につきまして

は執行残による減額並びに説明資料19ページから30ページに記載のとおりでございます。 

 ９目地籍調査費4,145万7,000円を減額し、2,349万3,000円。 

 10目団体営土地改良事業費18万円を減額し、607万1,000円。 
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 これらは、執行残による減額でございます。 

 ２項林業費、２目林業振興費92万8,000円を減額し、2,602万1,000円、内容につきまして

は説明資料31ページに記載のとおりでございます。 

 ４目うらほろ森林公園管理運営費51万7,000円を減額し、3,367万円、内容につきまして

は執行残による減額でございます。 

 30ページをごらん願います。３項水産業費、２目水産業振興費470万4,000円を減額し、

1,909万5,000円、内容につきましては執行残による減額及び説明資料31ページから32ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 ７款１項商工費、１目商工振興費218万6,000円を減額し、１億8,961万円。 

 ２目観光費81万3,000円を減額し、4,313万1,000円。 

 ３目工業対策費５万7,000円を減額し、119万1,000円。 

 これらは、執行残による減額でございます。 

 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費14万8,000円を減額し、3,656万6,000円、

内容につきましては執行残による減額でございます。 

 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費57万1,000円を追加し、5,228万2,000円、内容につ

きましては共済組合納付金の不足による追加のほか、説明資料32ページに記載のとおりで

ございます。 

 ２目道路維持事業費503万1,000円を追加し、１億494万9,000円、内容につきましては執

行残による減額のほか、説明資料32ページに記載のとおりでございます。 

 ３目道路建設補助事業費１億1,470万9,000円を減額し、４億3,059万1,000円、内容につ

きましては説明資料32ページから33ページに記載のとおりでございます。 

 32ページをごらん願います。３項河川費、１目河川管理費63万4,000円を減額し、6,388万

6,000円、内容につきましては執行残による減額及び説明資料33ページに記載のとおりでご

ざいます。 

 ４項都市計画費、１目都市計画総務費２万8,000円を減額し、８万6,000円、内容につき

ましては執行残による減額でございます。 

 ２目公共下水道費233万8,000円を減額し、１億4,194万3,000円、内容につきましては公

共下水道特別会計繰出金を減額するものでございます。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費212万5,000円を減額し、5,435万円、内容につきましては執

行残による減額及び説明資料33ページから34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344万3,000円を減額し、１億7,100万7,000円、内容につきましては

執行残による減額でございます。 

 ９款１項消防費、１目常備消防費38万9,000円を減額し、１億7,425万円、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。 

 ２目非常備消防費190万円を減額し、2,559万8,000円、内容につきましては執行残による

減額でございます。 
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 ３目災害対策費53万円を減額し、2,362万1,000円、内容につきましては執行残による減

額及び説明資料34ページに記載してございますが、防災備蓄品購入費用補助金を追加する

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12万2,000円を減額し、6,360万円、執行残

による減額でございます。 

 34ページをごらん願います。２項小学校費、１目学校管理費179万6,000円を減額し、１

億249万円。 

 ２目教育振興費137万円を減額し、1,659万3,000円。 

 ４目簡易水泳プール管理費14万5,000円を減額し、45万9,000円。 

 ５目学校保健費25万1,000円を減額し、248万9,000円。 

 これらは、執行残による減額でございます。 

 ３項中学校費、１目学校管理費229万円を減額し、5,845万9,000円、内容につきましては

執行残による減額並びに説明資料24ページに記載のとおりでございます。 

 ２目教育振興費187万4,000円を減額し、1,791万7,000円。 

 ４目スクールバス管理費811万7,000円を減額し、6,853万円。 

 これらは、執行残による減額でございます。 

 36ページをごらん願います。４項幼稚園費、１目幼稚園運営費72万8,000円を減額し、

5,600万8,000円、内容につきましては給料の追加並びに執行残による減額でございます。 

 ５項社会教育費、１目社会教育総務費４万4,000円を追加し、5,127万5,000円、内容につ

きましては職員手当の追加並びに執行残による減額でございます。 

 ２目公民館運営費35万円を減額し、3,656万2,000円。 

 ４目高齢者学級開設費10万円を減額し、36万6,000円。 

 ５目青少年教育費21万7,000円を減額し、364万7,000円。 

 ７目図書館管理費60万円を減額し、3,905万4,000円。 

 これらは、執行残による減額でございます。 

 ６項保健体育費、２目社会体育総務費133万1,000円を減額し、7,469万6,000円。 

 ３目給食センター管理費162万6,000円を減額し、7,895万6,000円。 

 ４目給食センター改築事業費99万3,000円を減額し、3,450万7,000円。 

 これらは、執行残による減額でございます。 

 12款１項公債費、２目利子100万円を減額し、5,530万5,000円、内容につきましては借り

入れ予定利率の引き下げに伴います減額でございます。 

 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。 

 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 28ページの畜産振興費の中でちょっと伺っておきたいと思います。 

 説明資料29ページになりますけれども、振興費の中で、模範牧場で使われているトラク
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ター、これが平成25年に買われたものの中で燃料の噴射ノズルにふぐあいが起きたという

ことなのですけれども、機械のことは余りわからなくて申しわけないのですけれども、噴

射ポンプについているノズルのことだと思いますけれども、たしか４本ほどついていると

思いますけれども、どの程度の故障なのか伺っておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問に対しましてお答えさせていただきます。 

 おっしゃっているとおり、エンジンをかけるときにノズルが４本あるのですけれども、

その４本の取りかえに係る部品の交換、それとテスト、それからそれに係る消耗品の取り

つけ、交換に係る経費でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 これで燃料噴射ノズルにふぐあいがあることから、修繕に係るということな

ので、修繕はしていないで、あくまでも交換ということでよろしいのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 お答えさせていただきます。 

 交換も含めた修繕、それをかえないと直らないということなので、それと今お話しした

ように消耗品の交換ですとか、分解に係る手数料含めて一切ということで修繕料という形

で予算計上させていただいております。 

 以上です。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 私も機械自体にそれほど詳しいわけでございませんけれども、５年程度でこ

のようなふぐあいが生じるということは管理上に大きな問題があったのかなというような

懸念もするわけですけれども、一般的に特に冬期間ですと軽油だけではエンジンのかかり

が悪いとすれば、灯油をちょっと入れるとか、そういったこともあるのですけれども、管

理上の問題点というのは余りなかったのかなと思いますけれども、その辺も担当としてど

のように見ていたのか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまの質問に対しましてお答えさせていただきます。 

 管理上という話でございました。当該機械に関しましては、８月ごろから調子が悪いと

いうことで聞いておりまして、点検のほうは毎日仕業点検をやっていますので、それで調

子が悪いということで購入先とやりとりをしているということで、若干その辺にかかわる

修理は指定管理者とのリスク分担により、指定管理者負担で修理をしてきました。それで

もなかなか直り切らないということで、１月になってからはっきりした原因がわかったと
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いうことで町のほうにも報告がきました。見積もりをもらった際この程度の金額がかかっ

たものですから、私どもとしてもおっしゃったように５年程度で実際に壊れるのかという

こともありましたので、購入先に役場に来ていただきまして、私どもと、それから指定管

理者、３者でその辺の話をさせていただきました。おっしゃったように、５年程度で壊れ

るものであればクレームではないのかということもこちらのほうから申し出させていただ

いたり、それから同じような事象がないのかということで、同じ機械の中のそういう事案

がどれぐらいあったのかということで報告を求めました。その結果、会社といたしまして

は噴射ノズルの部品の消耗によるということでの結論が出たということで、今後はメンテ

ナンス等についてもご協力させていただきたいということで、会社としてはクレーム対応

ではなくて、あくまでもノズルの消耗だということで報告書をいただいた関係がありまし

たので、このたび改修に係る費用について補正予算ということで計上させていただいたと

ころでございます。 

 以上です。 

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 質疑なしと認めます。 

 ここで一般会計補正予算全体を通じての質疑を許します。質疑はありませんか。 

 10番、森議員。 

〇森議員 先ほど聞き逃したのですけれども、財産の販売ありましたよね。あれもう少し、

どこの土地なのか、ちょっと聞き逃したものですから、面積等も詳細に教えていただきた

いなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 失礼しました。 

 場所は、栄町の宅地分譲地になります。面積が515.56平方メートルでございます。金額

がこの補正後の金額の232万円で売り払ったというものでございます。 

 以上でございます。 

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 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第12号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 
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〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩したいと思いますが、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１７分  休憩 

午前１１時３５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１２ 議案第１３号 

〇田村議長 日程第12、議案第13号 平成30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。 

〇岡崎産業課長 議案書の38ページをごらん願います。あわせまして、議案説明資料35ペ

ージをごらん願います。 

 議案第13号 平成30年度浦幌町町有林野特別会計補正予算。 

 平成30年度浦幌町の町有林野特別会計補正予算（第３回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,657万5,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ9,804万9,000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31年３月４日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに40ページの歳入歳出補

正予算事項別明細書、１、総括につきましては、説明を省略させていただきます。 

 このたびの補正の主な内容につきましては、議案説明資料に記載しておりますとおり、

間伐材売払収入の確定に伴う追加、また造林事業等の確定に伴う補助金並びに事業費の減

額でございます。 

 41ページをごらん願います。２、歳入、１款道支出金、１項道補助金、１目造林補助281万

8,000円を減額し、5,130万9,000円、内容といたしましては造林事業費の減に伴う減額でご

ざいます。 
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 ２款財産収入、２項財産売払収入、２目素材売払収入770万4,000円を追加し、1,977万

4,000円、内容といたしましては説明資料35ページに記載してございますが、間伐素材売払

収入の確定に伴う追加でございます。 

 ３款繰入金、２項１目基金繰入金、2,146万1,000円を減額し、47万8,000円でございます。 

 ３、歳出、１款１項１目財産管理費18万8,000円を減額し、2,149万5,000円。 

 ２款１項財産造成費、１目造林費1,638万7,000円を減額し、6,883万7,000円、主な内容

といたしましては、予定しておりました間伐工事のうち、防風保安林として北海道の治山

工事として次年度以降に実施される見込みとなりました山林約20ヘクタールの間伐工事の

取りやめと準備地ごしらえの面積が計画に対し現地の実測値が約７ヘクタール減となった

ことに伴う工事費の減額並びに植栽用苗木代の確定に伴う原材料費の減でございます。 

 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申

し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第13号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１３ 議案第１４号 

〇田村議長 日程第13、議案第14号 平成30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。 

〇鈴木町民課長 議案書42ページをお開き願います。あわせまして、説明資料は36ページ

から38ページをごらん願います。議案第14号 平成30年度浦幌町国民健康保険事業特別会

計補正予算。 

 平成30年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第４回）は次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,533万7,000円を減額し、歳入歳出
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の総額を歳入歳出それぞれ７億7,687万4,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成31年３月４日提出、浦幌町長。 

 43ページと44ページの第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、総括につきましては、説明を省略させていただきます。 

 46ページをお開き願います。２、歳入、１款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国

民健康保険税280万円を追加し、２億680万円、説明資料36ページに記載のとおり、平等割、

所得割、資産割額が増加の見込みによるものでございます。 

 ３款道支出金、１項道補助金、１目保険給付費等交付金6,359万8,000円を減額し、４億

5,924万円、医療費の減額に伴う普通交付金の減と特定健診等の保健事業によって交付され

る特別交付金の増でございます。 

 ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金497万4,000円を追加し、6,824万円、

主な理由といたしましては軽減対象世帯が当初見込みより多かったことから、保険基盤安

定負担金が増額したものでございます。 

 続きまして、47ページをごらん願います。７款諸収入、３項雑入、３目一般被保険者返

納金48万7,000円を追加し、48万8,000円、説明資料36ページに記載のとおり資格喪失後に

受けた療養給付費の返納金の増額分でございます。 

 48ページをごらん願います。歳出でございます。３、歳出、１款総務費、１項総務管理

費、１目一般管理費46万1,000円を減額し、2,803万1,000円、執行残のほか、説明資料36ペ

ージに記載のとおり、国民健康保険の都道府県単位化に伴い、国保総合システム等の改修

に要する負担金の増額でございます。 

 ２目連合会負担金1,000円を減額し、43万8,000円、北海道国保連合会負担金の減でござ

います。 

 ３項１目運営協議会費９万1,000円を減額し、５万8,000円、報酬及び旅費の執行残でご

ざいます。 

 ２款１項保険給付費、１目療養費5,232万6,000円を減額し、３億8,208万4,000円、主な

要因といたしましては医療費の減額に伴う給付事業負担金の減でございます。 

 49ページをごらん願います。２目高額療養費1,397万円を減額し、4,718万円、高額療養

費の減に伴う負担金の減でございます。 

 ４目出産育児諸費42万円を追加し、336万2,000円、事業実績に伴い、１件分の出産育児

一時金負担金を追加するものでございます。 

 ５目葬祭諸費15万円を減額し、30万円、事業実績に伴い、５件分の葬祭費負担金を減額

するものでございます。 

 ４款国民健康保険事業費納付金、３項１目介護納付金分、確定に伴い1,000円減額し、

2,666万2,000円。 
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 ５款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費９万3,000円を減額し、694万3,000円、

旅費の執行残と特定健診の受検件数増の見込みによる手数料の追加でございます。 

 50ページをごらん願います。５款２項保健事業費、１目保健衛生普及費259万6,000円を

追加し、528万1,000円、説明資料38ページ記載のとおり、主なものとしては予防接種費用

並びにがん検診費用が交付金の対象となったことから、一般会計から予算を組み替えるた

めに追加補正する内容のものでございます。 

 ６款１項基金積立金、１目国民健康保険事業基金積立金825万3,000円を追加し、1,221万

6,000円、説明資料38ページ記載のとおり、保険基盤安定負担金等の増加により積み立てる

ものでございます。 

 ７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目保険給付費等交付金償還金48万7,000円

を追加し、63万9,000円、説明資料36ページ記載のとおり、資格喪失後に受けた保険給付費

等交付金を北海道に返還するものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご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14号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１４ 議案第１５号 

〇田村議長 日程第14、議案第15号 平成30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。 

〇鈴木町民課長 議案書51ページをごらん願います。あわせまして、説明資料は39ページ

をごらん願います。議案第15号 平成30年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算。 

 平成30年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第４回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ314万9,000円を追加し、歳入歳出の総
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額を歳入歳出それぞれ8,854万円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成31年３月４日提出、浦幌町長。 

 次のページ、52ページの第１表の歳入歳出予算補正並びに53ページの歳入歳出補正予算

事項別明細書、１、総括につきましては、説明を省略させていただきます。 

 54ページをお開き願います。このたびの補正の内容につきましては、額の確定により補

正する内容でございます。 

 ２、歳入、１款１項１目後期高齢者医療保険料358万6,000円を追加し、5,334万5,000円、

説明資料39ページに記載のとおり、被保険者の所得増加による追加補正でございます。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金44万6,000円を減額し、3,446万

4,000円、繰入金の確定に伴う減でございます。 

 ５款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金9,000円を追加し、１万円、延滞金

収入があったことによる追加補正でございます。 

 55ページをお開き願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費

３万8,000円を減額し、706万3,000円、執行残による減でございます。 

 ２項１目徴収費１万6,000円を減額し、73万6,000円、執行残による減でございます。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金320万3,000円を追加し、8,056万7,000円、

主な理由としては後期高齢者医療保険料等の増額による追加補正でございます。 

 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15号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１５ 議案第１６号 

〇田村議長 日程第15、議案第16号 平成30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。 
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 町民課長。 

〇鈴木町民課長 議案書は56ページ、説明資料は40ページをお開き願います。議案第16号 

 平成30年度浦幌町介護保険特別会計補正予算。 

 平成30年度浦幌町の介護保険特別会計補正予算（第４回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,182万7,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ６億6,542万9,000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31年３月４日提出、浦幌町長。 

 次の57ページと58ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに59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は、説明を省略させていただきます。 

 60ページをお開き願います。２、歳入、１款１項介護保険料、１目第１号被保険者介護

保険料628万3,000円を追加し、１億1,950万3,000円、被保険者数及び被保険者の所得増に

よる追加補正でございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金273万4,000円を減額し、9,778万

1,000円、介護保険給付費の確定見込みによる減額補正でございます。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金105万9,000円を減額し、5,084万5,000円、介護保険給

付費の確定見込みによる減額補正でございます。 

 ２目地域支援事業交付金12万1,000円を減額し、1,273万6,000円、包括的支援事業・任意

事業対象経費の確定見込みによる減額補正でございます。 

 ４目保険者機能強化推進交付金58万8,000円を追加し、58万8,000円、今年度制度化され

た地域支援事業を推進する交付金を今回追加補正するものでございます。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金223万9,000円を減額し、8,628万円、

介護保険給付費の確定見込みによる減額補正でございます。 

 ３項道補助金、１目地域支援事業交付金６万1,000円を減額し、681万5,000円、包括的支

援事業・任意事業対象経費の確定見込みによる減額補正でございます。 

 61ページをごらん願います。４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金413万

2,000円を減額し、１億5,291万2,000円、介護保険給付費の確定見込みによる減額補正でご

ざいます。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金868万1,000円を減額し、１億1,070万

8,000円、介護保険給付費、地域支援事業の各種事業費等の確定見込みによる減額補正でご

ざいます。 

 ２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金67万9,000円を減額し、ゼロ円、介護保険給

付費等の減少から余剰金が生ずる見込みで、介護給付費準備基金を取り崩す必要がないた

め、全額減額するものでございます。 
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 ８款諸収入、１項延滞金及び過料、１目第１号被保険者延滞金２万2,000円を追加し、２

万3,000円、延滞金収入があったことによる追加補正でございます。 

 62ページをお開き願います。２項雑入、２目返納金98万6,000円を追加し、98万7,000円、

説明資料40ページ記載のとおり、処遇改善加算実績の実績報告がされなかった事業所から

の介護報酬返還があったことから、追加補正するものでございます。 

 63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

２万8,000円を減額し、1,588万4,000円、執行残による減額補正でございます。 

 ３項１目介護認定審査会費103万2,000円を減額し、417万8,000円、執行残による減額補

正でございます。 

 ２目認定調査費16万1,000円を減額し、173万2,000円、説明資料40ページ記載の臨時職員

職種別賃金表の改正による嘱託職員報酬の追加と認定調査委託料の執行残による補正でご

ざいます。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス等給付費493万円を減

額し、１億5,936万9,000円、事業実績に伴い、減額補正するものでございます。 

 ３目地域密着型介護サービス等給付費269万9,000円を減額し、１億1,154万円、事業実績

に伴い、減額補正するものでございます。 

 ４目施設介護サービス等給付費447万8,000円を減額し、２億2,397万5,000円、事業実績

に伴い、減額補正するものでございます。 

 ５目福祉用具購入費33万3,000円を減額し、78万2,000円、事業実績に伴い、減額補正す

るものでございます。 

 ６目住宅改修費13万6,000円を追加し、237万9,000円、事業実績に伴い、追加補正するも

のでございます。 

 ７目審査支払手数料１万8,000円を追加し、41万5,000円、介護保険給付費の北海道国民

健康保険団体連合会で審査する手数料を事業実績に伴い、追加補正するものでございます。 

 ２項２目高額介護サービス等費43万3,000円を追加し、1,343万3,000円、事業実績に伴い、

追加補正するものでございます。 

 ４項１目特定入所者介護サービス等費246万3,000円を減額し、3,533万7,000円、事業実

績に伴い、減額補正するものでございます。 

 65ページをごらん願います。４款地域支援事業費、１項介護予防・日常生活支援総合事

業費、１目介護予防・生活支援サービス事業費82万円を減額し、1,155万円、事業実績に伴

い、減額補正するものでございます。 

 ２目一般介護予防事業費120万円を減額し、817万9,000円、執行残による減額補正でござ

います。 

 ２項包括的支援事業費、１目地域包括支援センター運営事業費５万8,000円を減額し、

1,829万円。 

 ３目認知症総合支援事業費31万8,000円を減額し、536万3,000円、執行残による減でござ
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います。 

 66ページをお開き願います。３項任意事業費、１目介護給付等費用適正化事業費２万

8,000円を減額し、８万1,000円。 

 ２目家族介護支援事業費267万5,000円を減額し、171万2,000円。 

 ３目その他任意事業費63万2,000円を減額し、10万9,000円、執行残による減額補正でご

ざいます。 

 ５款１項基金積立金、１目介護給付費準備基金等積立金944万1,000円を増額し、948万

2,000円、説明資料42ページ記載のとおり、剰余金が生ずる見込みから、積立金を追加補正

するものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご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16号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１６ 議案第１７号 

〇田村議長 日程第16、議案第17号 平成30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。 

 町立診療所事務長。 

〇新川診療所事務長 診療所特別会計補正予算書、67ページをごらん願います。あわせま

して、説明資料につきましては43ページをごらん願います。議案第17号 平成30年度浦幌

町浦幌町立診療所特別会計補正予算。 

 平成30年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計補正予算（第４回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,521万8,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ２億6,717万6,000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
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予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成31年３月４日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに次のページの歳入歳出

補正予算事項別明細書、１、総括につきましては、説明を省略させていただきます。 

 今回の補正予算の主な内容につきましては、説明資料に記載のとおり、診療報酬収入等

の確定見込みと人件費及び運営実績に伴う経常経費の予算補正の内容でございます。 

 70ページをお開き願います。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1,806万8,000円を減額し、7,003万円。 

 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入285万円を追加し、１億8,292万円。 

 いずれも確定見込みによる内容でございます。 

 71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10万4,000円

を減額し、4,892万7,000円、消費税確定に伴う更正減でございます。 

 ２目医業費1,511万4,000円を減額し、２億1,209万4,000円、人件費等、いずれも運営実

績に伴う更正減で、説明資料に記載のとおりでございます。 

 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17号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１７ 議案第１８号 

〇田村議長 日程第17、議案第18号 平成30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。 

〇小川施設課長 議案書の72ページをごらん願います。あわせて、説明資料44ページをご

らん願います。議案第18号 平成30年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算。 

 平成30年度浦幌町の公共下水道特別会計補正予算（第３回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 
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 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,455万8,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ２億5,757万4,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成31年３月４日提出、浦幌町長。 

 73ページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに74ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書

の１、総括につきましては、説明を省略させていただきます。 

 75ページをごらん願います。このたびの補正につきましては、公共下水道受益者負担金

の追加と下水道使用料の減額及び公共下水道改築事業等の確定による減額補正をするもの

でございます。 

 ２、歳入、１款分担金及び負担金、２項負担金、１目公共下水道費負担金14万7,000円を

追加し、14万8,000円、住宅新築に伴います受益者負担金の追加でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目公共下水道使用料406万7,000円を減額し、

6,005万円、現年度における公共下水道使用料の更正減でございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道事業費補助金1,830万円を減額し、1,390万

円、浦幌終末処理場設備等更新に係ります公共下水道事業の事業費確定に伴います社会資

本整備総合交付金の更正減でございます。社会資本整備総合交付金につきましては、今年

度におきまして要望額に対し約44％の配当にとどまっており、そのため設備更新工事の一

部を翌年度施行とするなど、内容の調整を図っております。 

 ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金233万8,000円を減額し、１億4,194万

3,000円、一般会計からの繰入金の更正減でございます。 

 76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

11万1,000円を減額し、454万3,000円、平成29年度設備等更新工事におきまして発生しまし

た資材のスクラップ処分価格が確定したことによりまして補助金返還金の額が確定したこ

とに伴う更正減でございます。 

 １款総務費、２項施設管理費、１目管渠管理費37万2,000円を減額し、561万円、管渠等

清掃業務委託料に係る執行残でございます。 

 ２款事業費、１項１目下水道建設費2,407万5,000円を減額し、6,478万3,000円、社会資

本整備総合交付金事業の確定による執行残と交付金配当額が減少したことに伴い、反応タ

ンク計装設備更新工事を翌年度工事としたことに伴います更正減でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第18号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１８ 議案第１９号 

〇田村議長 日程第18、議案第19号 平成30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。 

〇小川施設課長 議案書の77ページをごらん願います。説明資料は45ページをごらん願い

ます。議案第19号 平成30年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算。 

 平成30年度浦幌町の個別排水処理特別会計補正予算（第３回）は次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ324万6,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ4,681万5,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債） 

 第２条 地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

 平成31年３月４日提出、浦幌町長。 

 78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、説明を省略さ

せていただきます。 

 79ページをごらん願います。第２表、地方債補正。変更でございます。変更につきまし

ては、補正後の額で申し上げさせていただきます。起債の目的、下水道事業、限度額580万

円、個別排水処理施設整備事業、限度額580万円。計580万円。補正前に比べ310万円の減額

でございます。なお、起債の方法、利率、償還の方法は、補正前と同じでございます。 

 80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の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、個別排水処理施設設置基数の確定等による減額補正を

するものでございます。なお、平成30年度におきましては４件の設置を行っております。 

 81ページをごらん願います。２、歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目個別

排水処理分担金28万円を追加し、40万円、受益者分担金前納に伴う追加でございます。 
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 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金42万6,000円を減額し、2,632万

9,000円、一般会計からの繰入金の更正減でございます。 

 ７款１項町債、１目個別排水処理施設整備事業債310万円を減額し、580万円、個別排水

処理施設整備事業債の確定による更正減でございます。 

 82ページをごらん願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、２目普及推進費

20万円を減額し、152万1,000円、水洗便所改造等補助金の未執行による更正減でございま

す。 

 ２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費79万6,000円を減額し、2,070万9,000円、

旅費及び浄化槽清掃保守業務確定に伴います執行残でございます。 

 ２款事業費、１項１目個別排水処理施設建設費225万円を減額し、755万円、設置基数確

定による工事請負費の執行残でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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19号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１９ 議案第２０号 

〇田村議長 日程第19、議案第20号 平成30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。 

〇小川施設課長 議案書83ページをごらん願います。説明資料は46ページをごらん願いま

す。議案第20号 平成30年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算。 

 平成30年度浦幌町の簡易水道特別会計補正予算（第６回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,715万6,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ３億8,010万3,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出
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予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債） 

 第２条 地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

 平成31年３月４日提出、浦幌町長。 

 84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。 

 85ページをごらん願います。第２表、地方債補正。変更でございます。金額につきまし

ては、補正後で申し上げさせていただきます。起債の目的、簡易水道事業、限度額3,720万

円。計3,720万円。補正前に比べまして1,240万円の減額でございます。なお、起債の方法、

利率、償還の方法は、補正前と同じでございます。 

 86ページをお開き願います。歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括につきましては、

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、水道使用料の減額、統合簡易水道事業、道路整備事業

に伴う水道管移設事業などの確定による減額補正と給水工事に伴う設計審査手数料、過誤

納が発生したため、その還付に要する過誤納還付金の追加補正をするものでございます。 

 87ページをごらん願います。２、歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目簡易

水道費負担金943万8,000円を減額し、1,526万2,000円、水道管移設工事負担金の確定によ

る更正減でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料453万3,000円を減額し、１億4,767万

1,000円、水道使用料の更正減でございます。 

 ２項手数料、１目簡易水道手数料13万円を追加し、23万円、給水工事設計審査件数の増

に伴う追加でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金91万5,000円を減額し、１億6,180万

1,000円、一般会計からの繰入金の更正減でございます。 

 ７款１項町債、１目簡易水道事業債1,240万円を減額し、3,720万円、簡易水道事業債の

確定に伴う更正減でございます。 

 88ページをごらん願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、２目施設管理費

148万3,000円を減額し、7,397万9,000円、浦幌浄水場施設等に係る水質監視装置点検調整

などの保守業務委託料及び浦幌浄水場温水ボイラー更新工事等の確定による執行残でござ

います。 

 ２款１項事業費、１目給水事業費2,568万2,000円を減額し、9,357万3,000円、簡易水道

統合事業の監視制御システム更新、基本設計委託業務などの確定による委託料の執行残、

量水器取りかえ工事、簡易水道統合事業の浄水設備等更新工事などの確定による工事請負

費の執行残、道路整備事業に伴います水道管移設工事の確定による工事請負費につきまし

ての更正減でございます。 

 ４款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目過誤納還付金9,000円を追加し、５万9,000円、
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過年度に徴収しました水道使用料におきまして過誤納が判明したため、不足分について追

加補正をさせていただくものでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第20号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２０ 同意第１号 
〇田村議長 日程第20、同意第１号 浦幌町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき

同意を求めることについてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〇水澤町長 同意第１号 浦幌町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求め

ることについて。 

 浦幌町固定資産評価審査委員会委員、髙橋廣幸は、平成31年５月10日をもって任期満了

となるので、浦幌町固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任することについて、地方

税法第423条第３項の規定により議会の同意を求める。 

 平成31年３月４日提出、浦幌町長。 

 記、氏名、髙橋廣幸、生年月日、住所、職業につきましては記載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。 

 髙橋廣幸氏につきましては、平成15年３月に固定資産評価委員に選任されて以来６期を

数えておりまして、固定資産評価に対する知識、経験等造詣が深く、さらに研修、研さん

を重ねてきているところであります。町民の財産であるところの資産評価への信頼を維持

するためにも、引き続き選任していただきたく、同意を求めるものでありますので、議員

各位の同意を賜りますようよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 なお、任期につきましては、平成31年５月11日から平成34年５月10日までであります。 

 よろしくご同意をお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、これより質疑、討論を省略し、採決を行います。 
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 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、同意第１号は原案のとおり同意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３月７日までの３日間休会とし、３

月８日に会議を開くことに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、あすから３月７日までの３日間は休会とし、３月８日に会議を開くことに決定

をいたしました。 

 なお、３月８日の会議は、多くの町民の皆さんに本会議を傍聴していただくナイター議

会として、会議は特に午後６時に繰り下げて開くことといたします。理事者及び説明員の

皆さんには、傍聴機会の拡充という趣旨をご理解をいただき、よろしくお願いを申し上げ

ます。 

 

    ◎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 ０時２４分 


