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平成３０年第１回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

平成３０年３月５日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 ３時３０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 平成３０年度町政執行方針 

 日程第 ８ 平成３０年度教育行政執行方針 

 日程第 ９ 報告第 １号 専決処分の報告について 

              （損害賠償の額の決定） 

 日程第１０ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２９年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算） 

 日程第１１ 議案第 １号 浦幌町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する 

              基準等を定める条例の制定について 

 日程第１２ 議案第 ２号 浦幌町空家等の適正管理に関する条例の制定について 

 日程第１３ 議案第 ３号 浦幌町立学校給食センター設置及び管理条例の一部改正に 

              ついて 

 日程第１４ 議案第 ４号 浦幌町立学童保育所の設置及び管理等に関する条例の一部 

              改正について 

 日程第１５ 議案第 ５号 浦幌町老人福祉施設等費用徴収条例の一部改正について 

 日程第１６ 議案第 ６号 浦幌町敬老祝金贈呈条例の一部改正について 

 日程第１７ 議案第 ７号 浦幌町国民健康保険条例の一部改正について 

 日程第１８ 議案第 ８号 浦幌町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

 日程第１９ 議案第 ９号 浦幌町介護保険条例の一部改正について 

 日程第２０ 議案第１０号 浦幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運 

              営に関する条例の一部改正について 

 日程第２１ 議案第１１号 浦幌町新産業創造等事業の助成に関する条例の廃止につい 

              て 

 日程第２２ 議案第１２号 平成２９年度浦幌町一般会計補正予算 
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 日程第２３ 議案第１３号 平成２９年度浦幌町町有林野特別会計補正予算 

 日程第２４ 議案第１４号 平成２９年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算 

 日程第２５ 議案第１５号 平成２９年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 日程第２６ 議案第１６号 平成２９年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第２７ 議案第１７号 平成２９年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算 

 日程第２８ 議案第１８号 平成２９年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算 

 日程第２９ 議案第１９号 平成２９年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算 

 日程第３０ 議案第２０号 平成２９年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 

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 

 

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       山  本  浩  宣 

     保健福祉課長   熊  谷  晴  裕 

          産 業 課 長       岡  崎  史  彦 

     施 設 課 長    小  川  博  也 

     上浦幌支所長   小  島  師  紀 

     会計管理者    大  山  則  幸 

          診療所事務長      菅  原     敏 

 

    教育委員会 

          教  育  長      久  門  好  行 
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     教 育 次 長    鈴  木     広 

 

    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   新  川  寿  雄 

     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９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30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。 

 議事につきましては、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30年２月19日をもって招集されました平成30年第１回浦幌町議会定例会の運営につ

いて、去る２月26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をいたします。 

 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、今定例会に提出され

る議案の説明を受け、日程及び運営について協議をいたしましたので、報告をいたします。 

 本定例会には、諸般の報告、常任委員会報告、行政報告に続き、平成30年度町政執行方

針及び教育行政執行方針、報告１件、承認１件、一般議案11件、平成29年度補正予算案９

件、平成30年度予算案９件であります。議会提出は、発委、発議等であります。以上の内

容を踏まえ、会期は３月５日より３月14日までの10日間でお願いをいたします。 

 次に、一般質問でありますが、３月９日午後６時からナイター議会として、通告につい

ては明日６日正午までお願いをいたします。なお、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。 

 本日は、諸般の報告、常任委員会報告、行政報告、平成30年度町政執行方針及び教育行

政執行方針に続き、報告１件、承認１件、一般議案第１号から第11号まで11件、平成29年

度一般会計ほか各特別会計補正予算案の議案第12号から第20号まで９件の審議を予定して

おりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 次に、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審議した結果であります。議員各位のご協賛賜りますよ

うお願いを申し上げて、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。 
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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125条の規定により、９番、阿部優議員、10番、森

秀幸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14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14日までの10日間と決定をいたしました。 

 

    ◎日程第４ 諸般の報告 

〇田村議長 日程第４、諸般の報告を事務局長より行わせます。 

〇新川議会事務局長 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30年２月19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29年12月11日から平成30年３月４日までの議長等の動静及び議員の派遣結果

報告につきましては、お手元に配付のとおりでありますので、ごらんおきを願います。 

 次に、監査委員から提出のあった平成29年11月分から平成30年１月分の例月出納検査報

告につきましては、事前に配付してありますので、ご了承願います。 

 次に、平成29年12月11日開会の第４回町議会定例会で可決されました教職員の長時間労

働是正を求める意見書及び道教委「新たな高校教育に関する指針」を抜本的に見直しすべ

ての子どもに豊かな学びを保障する高校教育を求める意見書並びに平成30年度畜産物価格

決定等に関する意見書の提出につきましては、同日付で衆参両院議長、内閣総理大臣並び

に関係各大臣、北海道知事ほか関係機関に提出をいたしております。 

 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。 

 産業建設常任委員会、二瓶委員長。 

〇二瓶産業建設常任委員長 委員会調査報告書。 

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



－ 6 － 

の規定により報告いたします。 

 記、１、調査事件、町営住宅の空き家対策と今後の公営住宅建設計画。 

 ２、調査実施日、平成30年２月15日、調査実施日、平成30年２月19日、事後研修。 

 ３、調査の経過と結果につきましては、全文の朗読を省略し、要旨のみを報告をさせて

いただきます。今回の調査は、２月19日の事後研修と合わせ２回の委員会及び委員会協議

会を開催し、調査を行いました。 

 本委員会は、町営住宅の空き家対策として、公営住宅等12団地の現在の入居状況と空き

家住宅の状況把握、また入居者募集方法や入居者選考決定について確認を行うとともに、

今後の公営住宅建設計画について聞き取り調査を行いました。 

 ①と②につきましては記載のとおりですので、ごらんおき願います。 

 所見としまして、１、町営住宅の空き家対策については、空き家戸数が71戸、空き家率

が18.6％で、市街地区の平成４年度建設以降の空き家が現在39戸あり、この空き家対策や

自主財源確保のため空き家解消に向けて検討されるよう望む。 

 ２、入居者募集や入居選考については、浦幌町営住宅入居者選考に関する事務取扱要綱

に基づき行われているが、さらに随時申し込みを受け付けるなどの対応を検討し、また町

が実施する町外者の住宅建設などの手厚い補助も鑑み、町外からの町営住宅入居希望者の

対応を十分検討していただきたい。 

 ３、単身者の入居可能な町営住宅の周知を随時行っていただきたい。 

 ４、東山町団地の建てかえ事業については、平成32年度まで12戸、平成33年度から36年

度までの24戸の計画となっており、次期まちづくり計画や今後の空き家状況の推移を踏ま

え、老朽化した住宅の総合的な維持修繕を行うとともに空き家解消に向け検討していただ

きたい。また、市街地以外の上浦幌、厚内などの地域の町営住宅の建てかえについても次

期計画見直しには建設を検討していただきたい。 

 ５、町営住宅の除去後の跡地については、空洞化のないよう地域住民と十分に協議する

ことを望む。 

 以上、産業建設常任委員会の委員会報告といたします。 

 以上です。 

〇田村議長 これで常任委員会報告を終わります。 

 

    ◎日程第６ 行政報告 

〇田村議長 日程第６、行政報告を許します。 

 町長。 

〇水澤町長 行政報告を行います。 

 平成29年12月11日から平成30年３月４日までの町長等の動静につきましては、お手元に

配付のとおりでありますので、ごらんおきを願いたいと思います。 

 次に、２の建設工事入札結果につきましては、茂川流布沢川河岸災害応急工事１件であ
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ります。 

 その他につきましては、職員の公務中における交通事故について報告をいたします。１

件目は、昨年12月20日午後１時ごろ、町道パトロール用務で公有自動車を運転中の職員が

町内末広町53番地、町道稲荷通と町道２条通が交差する交差点で車両同士が衝突する交通

事故を起こしてしまいました。職員が運転する車両は、町道稲荷通を西進し、相手側車両

は町道２条通を南進、森永道路踏切手前の交差点に進入したところ、出会い頭に衝突をし

てしまいました。双方に一時停止の標識がなく、相手方が走行する道路の交差点手前に進

入注意を促すドット線はありますが、当時は降雪で路面に雪が残っており、確認できる路

面状況ではありませんでした。運転者２名とそれぞれの車両に各１名ずつの計４名が搭乗

しておりましたが、全員に幸いけがはありませんでした。公有自動車は右側面の前部を、

相手側車両は左側側面の前部を破損しました。既に両車両とも修理を終え、示談が成立し

ており、この後相手側への損害賠償に関する専決処分の報告をいたします。 

 ２件目は、本年１月23日午後３時15分ごろ、高齢者福祉用務で公有自動車を運転中の職

員が町内活平227番地２、道道本別浦幌線において道路外へ逸脱する自損事故を起こしてし

まいました。職員は、上浦幌地区での公務を終え、帰庁中でありましたが、当日の降雪に

より路面が凍結していたため、タイヤがスリップし、操縦不能状態に陥り路外へ逸脱して

しまいました。運転した職員以外に搭乗者はおらず、当該職員も幸いけががなく大事に至

ることはありませんでしたが、当該車両の損壊が激しく、修繕費用が車両時価額を上回っ

たため全損扱いとなり、廃車手続を行いました。 

 職員には、日ごろから公務及び私用を問わず交通法規の遵守、安全運転に努めるよう注

意喚起をしており、特に昨年９月の公有自動車の全損事故以降にあっては再三にわたり指

導徹底を強化のさなか、このような交通事故が発生したことはまことに遺憾であり、町民

の皆様に心からおわびを申し上げるところであります。今回の事故を受け、職員にはいま

一度安全運転に対する意識の確認や公務員としての立場を十分に自覚してもらうため、管

理職会議を開催し、安全運転管理者から事故事例の情報提供や安全運転の指導を行い、直

ちに各課管理職を通じて全職員へ再発防止への注意喚起と指導を行ったところでありま

す。以上、職員の公務中における交通事故についての報告といたします。  

 以上で行政報告を終わります。 

〇田村議長 これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第７ 平成３０年度町政執行方針 

〇田村議長 日程第７、平成30年度町政執行方針の説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 町政執行方針を行います。 

 平成30年第１回町議会定例会の開会にあたり、町政執行方針を申し上げます。 

 町政執行の基本的な考え方につきましては、これまでと同様、町民と行政が一体となり、
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希望に満ちたまちづくりを推し進めるため策定しました「浦幌町第３期まちづくり計画」

の基本目標に基づき、各種施策を推進してまいります。 

 現在、日本を取り巻く環境は決して安定している状況にはなく、特に、外国との貿易交

渉は、欧州との経済連携協定（ＥＰＡ）の交渉が妥結し、また、環太平洋連携協定（ＴＰ

Ｐ）もアメリカを除く11か国で交渉が大筋合意に至り、農林水産業や地域への影響が懸念

される中、トランプ大統領がＴＰＰへの復帰を匂わす発言をするなど、今後の動きを注視

しながら関係団体との連携を密にして適切に対応してまいります。 

 日本経済の動向を見ますと、１月の月例経済報告で、景気は緩やかに回復しており、日

本の輸出や個人消費は持ち直し、企業の設備投資や生産は緩やかに増加、企業収益や雇用

情勢は改善し、先行きについては、雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果も

あって、緩やかな回復が続くことが期待されるとしています。 

 しかしながら、民間の消費拡大の動きが弱いため、地方では景気が回復しているといっ

た実感はなく、依然として、大都市圏と地方の経済回復に大きな格差が生じています。 

 地方創生が叫ばれる中、町政の執行にあたっては、迅速な対応とまちづくりが求められ

ているところですが、日本社会の人口減少や少子高齢化などの構造的課題に対処するため

には、国と地方が直面する課題にお互いに向き合い、それぞれが実情に応じ、自主性と主

体性を最大限発揮して責任を果たしていく必要があると考えているところであります。 

 引き続き人口減少対策を最重要課題として捉え、定住対策推進のための重点プロジェク

トを強力に推し進めてまいります。 

 国の平成30年度当初予算は、97兆7,128億円と６年連続で過去最大を更新する予算が編成

され、地方財政対策としては、地方が子ども・子育て支援や地方創生等の重要課題に取り

組みつつ、安定的に財政運営を行うことができるよう、一般財源総額について、平成29年

度を上回る額が確保されたところでありますが、地方公共団体の重要な財源である地方交

付税は、出口ベースで前年度比2.0％減、臨時財政対策債については、前年度比1.5％減と

なりました。 

 このような状況の中で、平成30年度予算においては、自主財源に多くを望めず、一般財

源の多くを地方交付税に依存している本町の財政構造から、より一層「財政の健全化」に

努め、限られた財源の効果的・効率的な行財政運営と「浦幌町第３期まちづくり計画後期

計画」を基本に、予算編成を行ったところであります。 

 一般会計予算は総額62億6,700万円、前年度当初予算比６億6,900万円9.6％減、８特別会

計を合わせた総額は89億5,917万円、前年度当初予算比７億6,505万円7.9％減となっており

ます。 

 本定例会に予算案を上程しており、予算審議の中で個々具体的な内容につきましては担

当課長から説明させますが、主要な施策について申し上げます。 

 産業の振興について申し上げます。 

 昨年は、９月に入ってからの低温・台風の影響により豆類については収穫作業が大きく
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遅れましたが、一昨年のような大規模な災害などに見舞われることなく概ね好天に恵まれ、

生育・農作業ともに比較的順調に推移しました。畜産部門においても枝肉価格や素牛取引

価格が前年をやや下回った状況でありましたが、乳価の上昇、子牛等の価格が好調である

など、昨年の農業は全般的に良い年となり安堵しているところであります。 

 畑作につきましては、先行き不透明な農業情勢に直面し、以前にも増して厳しい経営環

境となることが予想されますが、各種支援事業の実施と担い手不足に対応すべく新規就農

者への支援策を通じて、本町農業の活性化を図ってまいります。 

 畜産につきましては、生乳生産量の回復途上の中、昨年の台風の影響による粗飼料の品

質低下の影響が懸念されています。 

 そのような中にあって、乳用牛では初妊牛などの市場価格は依然高水準であり、肉用牛

においても素牛の市場価格は下げ止まりの状況が続き、特に肥育農家にとっては、経営が

圧迫されるなど影響が依然大きいことから、優良後継牛導入や地域内一貫生産に対する支

援を引き続き実施し、酪農・畜産の生産基盤強化を図ってまいります。 

 農地基盤の整備につきましては、合流地区道営畑地帯総合整備事業並びに平成30年度か

ら事業着手となる栄穂地区道営畑地帯総合整備事業を推進し、新規事業として恩根内地区

道営畑地帯総合整備事業の平成31年度事業着手に向けて、計画樹立委託業務を実施すると

ともに、町単独事業により明渠、暗渠排水の圃場整備や圃場の透排水性の改善を図るため

の事業を引き続き実施してまいります。これらの取組が一助となって、昨年に引き続き豊

穣の出来秋が迎えられますことを念願してやまないところであります。 

 林業につきましては、人工林が成熟期となり生産量が拡大する中で木材需要の高まりも

あり、木材市況が堅調に推移しております。町内においては、一昨年の台風により被害を

受けた森林の復旧整備が進められており、森林の多面的な機能の回復と木材の安定的な供

給を期待するところであります。 

 また、林業全体の大きな動きとして、平成30年度税制改正大綱に森林環境税の創設が盛

り込まれ、市町村が果たす役割がますます重要となってくると思われます。一方、大きな

課題となっている林業の担い手確保・育成に関しましては、現在、北海道で林業大学校の

設立が検討されており、十勝への誘致を十勝町村会一丸となって取り組んでおりますだけ

に、本町でも大きな期待を寄せているところであります。 

更に、新たな林業関係会社の新規創業の動きもあり、注視していくとともに、関係機関

と連携し、担い手対策として各種支援を継続実施し、適切な森林施業の推進と健全なる森

林の育成に努めてまいります。 

 漁業につきましては、本町の大宗漁業である秋さけ定置網漁が、水産統計史上過去に例

がない大不漁となり非常に厳しい状況となりました。その他の魚種においても相次ぐ気象

変動による悪影響が重なり、総体的な水揚げ高の低迷が続くなど、漁業を取り巻く環境は

一層厳しさを増していることから、「つくり・育てる漁業」への支援をはじめ、漁獲向上の

ため各種支援事業を継続するとともに、大津漁業協同組合が実施する大津漁港改修事業及
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び地震による船揚場減災対策事業に対し、豊頃町とともに支援してまいります。 

 厚内漁港の整備につきましては、着実に整備促進が図られるよう、今後とも政務活動の

中で継続的に要請するとともに、漁業操業の妨げとなる流木処理についても、適宜対応す

るよう関係町と連携を密にして要請を行ってまいります。 

 商工業の振興につきましては、中小企業振興条例に基づく町融資制度における資金需要

が増加傾向にあるものの、地域における景気回復が依然として実感できないまま、中小企

業を取り巻く情勢は厳しいものになっており、そのような状況も相まって町内の商工業者

の廃業や後継者不足など喫緊の課題も抱えており、商工会や金融機関との連携を強化し、

地域経済の活性化に向け支援してまいります。 

 観光の振興につきましては、「森林公園」「留真温泉」「道の駅」を拠点として、イベント

情報の広告宣伝を積極的に実施し、道東自動車道や国道38号線などから車両の誘引を図る

など交流人口の拡大と利用促進に向けた取組を行うとともに、町民の福祉向上と健康増進

を図ることを目的とした、留真温泉を利用する町民の方への助成事業を引き続き実施して

まいります。 

 雇用対策について申し上げます。 

 雇用をめぐる情勢につきましては、ハローワーク池田管内でも月間有効求人倍率が１倍

を超える状況が続いており、従業員の確保に悩む企業がある状況であります。 

 従業員確保を望む企業への対策として、町内企業の求人情報の提供や従業員の雇用に対

する支援のほか、各種産業振興施策と一体的に雇用の促進を図っていくとともに、福利厚

生の充実を図るため、事業主に対し「あおぞら共済」に係る費用の一部助成を行い、季節

労働者救済対策として、各種運転技能資格等の取得助成など通年雇用化へと導くための事

業を進め、失業者対策では、ハローワーク等関係機関と連携し、雇用機会の確保及び雇用

の促進に努めてまいります。 

 福祉・保健予防・医療対策について申し上げます。 

 社会福祉、社会保障の向上及び増進につきましては、「障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律」並びに平成30年度から平成32年度を一期とする「第５期浦

幌町障がい福祉計画」など、町の各種福祉計画に基づき福祉サービスを提供してまいりま

す。 

 また、生活に困窮している方の支援については、国や北海道及び関係機関等との連携を

図り適時適切に対応してまいります。 

 児童福祉につきましては、子どもが健やかに成長できる社会の実現を目指し、引き続き

子育て支援事業の推進及び保育サービス等提供体制の確保に努め、心身の発達が気になる

お子さんに対しては、一人ひとりの状況や発達に応じた療育の支援を行うとともに、子ど

もを虐待から守るため関係機関と情報等を共有し、適切な連携のもと対応してまいります。 

 高齢者福祉と介護保険事業につきましては、本町の総人口に占める65歳以上の高齢化率

は「40％」を超え、一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、また、認知症など様々な状
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態にある方が増えている状況から、高齢者一人ひとりが、いつまでも健康で住み慣れた地

域で暮らしていけるように、平成30年度から平成32年度を一期とする「老人福祉計画・第

７期介護保険事業計画」において掲げる４つの基本目標を包括的に推進し、保健、医療、

福祉の関係機関と連携しながら、地域全体で高齢者を支える「地域包括ケアシステム」の

構築に向けた取組を進めます。 

また、高齢者や障がい者等を地域で見守り支え合う「見守りネットワーク事業」を引き

続き実施し、認知症対策については、認知症予防の推進、認知症サポーターの養成、権利

擁護の推進、徘徊高齢者等ＳＯＳネットワークシステムの充実、認知症総合支援事業を実

施してまいります。 

 保健予防については、安心して出産できる環境づくりを推進するため、妊婦健診に要し

た交通費などを助成する「妊婦安心出産支援事業」の継続や、「新生児聴覚検査」に要した

費用の一部助成を行い、母子の健康を支えるための体制整備を実施してまいります。 

 また、成人や高齢者の健康を守るため、各種健診内容の充実を図るとともに、医療機関

等の関係機関と連携を図りながら、生活習慣病の発症予防や重症化の予防に努めてまいり

ます。 

 町立診療所の運営につきましては、本町の医療にご尽力いただいておりました菅原医師

が退任されますことから、４月から水曜日の午後休診及び夜間診療を火曜日から水曜日に

変更するなどして、患者様本位の体制を取り、安全・安心な診療所づくりに努めてまいり

ます。 

 国民健康保険事業につきましては、本年度から北海道が財政運営の責任主体となり、国

民健康保険事業の中心的な役割を担うことになりますが、保険証の発行や保険給付等の各

種手続きは、今までと変わらず浦幌町が窓口となって行ってまいります。 

 教育・文化及びスポーツの振興について申し上げます。 

 町民一人ひとりの学びを実現するため、総合教育会議で策定した教育大綱を基調に、教

育委員会と緊密な連携を図ってまいります。 

 学校教育については、「地域とともにある学校づくり」を推進するため、「小中一貫コミ

ュニティ・スクール」の充実を図り、「浦幌町教育の日」の取組と連携して学力や体力の向

上に取り組んでまいります。 

 また、学習指導要領の改定による外国語活動等を先駆けて実施するため、外国語指導助

手を２名体制にするほか、上浦幌中央小学校教員住宅の建替工事、スクールバスの運行・

管理の改善・整備を進めてまいります。 

 更に、教職員の長時間勤務や多忙化の問題に対応した「働き方改革」を進めます。 

 社会教育については、「小中一貫コミュニティ・スクール」と連携しながら、コミュニテ

ィ活動の拠点である公民館を中心に家庭教育学級、少年教育、高齢者教育などの生涯学習

事業を展開してまいります。 

 社会体育施設については、指定管理者による効果的・効率的なサービス向上の施設運営
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とボランティアによる町民協働の管理を行い、体力向上・健康増進を図ってまいります。 

 このほか、教育関係の具体的な施策の推進については、教育委員会から申し上げます。 

 環境対策について申し上げます。 

 ごみ処理対策につきましては、「浦幌町一般廃棄物処理基本計画」に基づき分別の徹底に

ついて周知を図り、減量化やリサイクル化の促進に引き続き取り組んでまいります。 

 快適な生活ができるまちづくりについて申し上げます。 

 町民の移動手段を確保するため、コミュニティバス及び本別・浦幌生活維持路線バスの

利用促進に努めてまいります。 

 また、浦幌駅の特急停車駅の維持など、公共交通機関としての機能維持について、ＪＲ

北海道と情報共有を図ってまいります。 

 最も基本的なインフラである町道整備につきましては、継続事業の促進を図るとともに、

損傷度合いを考慮し、経済的かつ計画的な維持・補修を行ってまいります。 

 また、橋梁修繕につきましては、津波避難対策における避難路上の橋梁対策が完了した

ことから、今後は「橋梁長寿命化修繕計画」に基づいて修繕工事を実施してまいります。 

 住宅施策については、「住生活基本計画」及び「公営住宅等長寿命化計画」に基づき「誰

もがいつまでも安心して生活できる住まいづくり」を基本理念とし、東山町団地公営住宅

買取事業を本格化させるとともに、継続して厚内団地水洗化改修工事に取り組むほか、公

営住宅営繕事業による住環境改善を図ってまいります。 

 また、住宅リフォームに対する補助の継続と耐震診断及び改修に要する経費の一部補助

を合わせて行ってまいります。 

 公共下水道につきましては、浦幌終末処理場が供用を開始して以来28年が経過し、機能

維持が困難な設備等について「浦幌町下水道ストックマネジメント計画」に基づき更新整

備を行ってまいります。 

 個別排水処理につきましては、平成９年度から合併処理浄化槽の推進と整備を進め現在

240基が設置され、その維持管理に努めているところですが、継続して普及促進に取り組ん

でまいります。 

 簡易水道につきましては、給水区域における安定供給を図るため浦幌浄水場・幾千世浄

水場等の設備等更新工事を計画的に実施し、安全で安心な水道水の供給を行ってまいりま

す。 

 地籍調査事業につきましては、土地所有者の権利保全、境界紛争の未然防止、災害にお

ける復旧、公共工事の円滑な実施等を目的に行っており、平成５年度に着手して以来25年

が経過し、進捗率は48.8％になっております。 

 本年度は、新規地区として「字常室、字円山及び字常豊の一部地区」13.45ｋｍ２につい

て実施してまいります。 

 交通安全及び防犯運動の推進につきましては、昨年も本町において、１名の方がお亡く

なりになる交通事故が発生し、２年続けて町民が犠牲となる交通死亡事故が発生したこと
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から、今後においても交通安全関係団体と連携を図りながら、交通安全対策に取り組んで

まいります。 

 また、巧妙化する犯罪が多発している状況にあっては、警察や消費者協会など関係機関

と連携を図りながら、消費者への情報提供、啓発活動などを講じてまいります。 

 空家対策につきましては、空家等対策計画を作成し、町民が安全で安心して暮らすこと

のできる生活環境の保全を図ってまいります。 

 公衆浴場につきましては、指定管理者との連携を図りながら、利用者のサービス向上に

努めてまいります。また、屋根の防水改修工事を実施し、施設の長寿命化を図ってまいり

ます。 

 防災・消防・救急体制の充実について申し上げます。 

 防災対策につきましては、昨年９月に町議会から「安全・安心なまちづくりを目指す防

災体制に関する政策提案」をいただいたところであり、政策提案を参考に、町としてどう

取り組むべきか検討し進めてまいります。 

 地域防災計画につきましては、平成23年３月の東日本大震災を踏まえ、平成25年３月に

全面改訂を行ったところですが、改訂後５年が経過すること、中央防災会議において、熊

本地震や平成28年台風第10号災害の課題と対策のあり方などを踏まえた防災基本計画の修

正が行なわれたことなどから、本町地域防災計画の見直し行ってまいります。 

 ハザードマップにつきましても、平成29年３月に国の管理河川における洪水浸水想定区

域が示されたことから、改めて作成し住民に配布し、周知を図ってまいります。 

 また、自主防災組織の組織化に向けた取組を進めていくにあたり、地域防災における自

主防災組織の役割などについて、住民・町職員が共通認識に立つため及び防災知識の普及

を図るため、防災講演会を実施いたします。 

 更に、地域における防災力の向上及び防災意識の高揚と定着を図るため、家庭や事業所

における防災備蓄品の購入費用について、一部助成を行ってまいります。 

 消防・救急業務につきましては、住民の安心・安全と住みよいまちを基本理念とする「と

かち広域消防局」のもと、業務開始から３年目を迎え、近隣自治体との広域的な相互協力

体制で消防力の強化に努めているところであります。 

 本年度は計画的整備に基づき、近年多発する林野火災の延焼拡大を防止するため、背負

い式消火水嚢器具を更新し災害に対応してまいります。 

 消防団の活性化につきましては、本年６月に東ブロック４町での消防団合同演習が本町

で開催されることから、消防力の組織強化を図るとともに、更に町民から厚い信頼を得ら

れるよう、地域防災力の充実に努めてまいります。 

 救急体制につきましては、近年の高齢化を背景に救急要請が増加傾向にある中で、更な

る救命率向上のため救急救命士の教育研修に努めるとともに、町民を対象とした普通救命

講習の充実を図り、応急処置の普及啓発を推進してまいります。 

 定住・移住・交流人口の拡大対策について申し上げます。 
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 「うらほろスタイル推進事業」は、５つのプロジェクトを基本に、新事業創出・育成支

援組織構築事業、はまなすブランド開発発展事業及びサテライトオフィス・コワーキング

運営事業を支援してまいりました。 

 はまなすブランド開発発展事業では、まちなか農園で収穫されましたハマナスを原料と

した化粧品が開発され、浦幌中学校３年生の町への活性化案の提案が実を結びました。 

 また、旧常室小学校での２年間のサテライトオフィス・コワーキング実証事業を基に、

平成30年度からは、官民協働の運営委員会を組織し、「常室ラボ運営事業」を実施してまい

ります。 

 平成25年度から導入している「地域おこし協力隊」制度は、うらほろスタイル担当５人、

常室ラボ運営事業担当２人、林業支援担当１人を委嘱し、今後も地域活性化に向けた活動

の充実を図ってまいります。 

 昨年10月から委嘱している「うらほろアンバサダー」の方々には、更に浦幌町の魅力を

広く町内外に発信していただき、知名度やイメージ向上にご協力いただきたいと考えてい

るところであります。 

 友好町の岩手県洋野町との交流については、引き続きパークゴルフ交流及び「たねいち

ウニまつり」において、物産交流を行ってまいります。 

 協働のまちづくりについて申し上げます。 

 本町では、平成24年に「町民参加条例」を制定し、協働のまちづくりを進めてまいりま

したが、今後も多くの町民に参加いただくため、ホームページや広報誌、メルマガにより

行政情報をわかりやすく発信し、町民と行政が一体となったまちづくりに取り組んでまい

ります。 

 また、職員が行政情報について直接、各地域に出向く「まちづくり出張説明会」を引き

続き実施し、より多くの町民がまちづくりに参加できる機会の充実を図り、情報の共有に

努めてまいります。 

 男女共同参画社会基本法の制定から18年が経過し、男女共同参画の推進が進んでいるこ

とを受け、このたび、浦幌町男女共同参画基本計画を策定いたしました。今後も、女性も

男性も一人ひとりが自らの意思で様々な社会活動に参画する機会を確保し、活気あるまち

づくりを推進してまいります。 

 第３期まちづくり計画重点プロジェクトについて申し上げます。 

 浦幌町として人口減少の流れに歯止めをかけ、横断的対策を強力に進めるため、３つの

重点プロジェクトを実施してまいります。 

 プロジェクト１の「子どもを産み育てる環境の整備充実」では、通常保育料の第２子の

半額、第３子以降の無料化及び所得制限はあるものの３歳未満児の第２子の保育料の無料

化を進めるとともに、「しらかば保育園」で実施している一時保育については、満６ヶ月児

から就学前児童の受け入れを引き続き実施してまいります。 

 その他、出産祝金の贈呈、給食費の無償化、２歳児未満の紙おむつ購入費の助成、中学
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生までの医療費の無料化、特定不妊治療費及び不育症治療費の助成を継続実施してまいり

ます。 

 保護者が労働等により日中家庭にいない児童の健全な育成を図るため、上浦幌中央小学

校を学区とした「上浦幌児童クラブ」や浦幌小学校を学区とした「学童保育所」を開設し、

新たに２人以上の児童を同時に入所させた世帯の保育料を軽減するため、２人目を半額、

３人目を無料化するとともに、子育て支援センターにおいて「浦幌町ファミリーサポート

事業」を引き続き実施してまいります。 

 プロジェクト２の「雇用機会の創出」では、商工業対策として創設した新規創業等促進

補助金のほか、浦幌町地域産業活性化補助金、新規就農者営農促進補助金、浦幌町雇用促

進事業補助金による支援と浦幌町地場工業等振興条例及び浦幌町企業誘致促進条例におけ

る助成措置を引き続き行い、雇用機会の創出促進に努めてまいります。 

 プロジェクト３の「居住環境の整備充実」では、民間賃貸住宅建設補助の期間を３年間

延長し、新たに浦幌町内に事業所を置く法人等の従業員住宅の建設を補助対象として拡充

するほか、住宅建設等補助、住宅リフォーム補助及び店舗等リフォーム補助を引き続き行

い、居住環境の整備充実を図ってまいります。 

 以上、町政執行につきまして私の基本的な考え方を申し上げましたが、常に町民の目線

に立ち、この浦幌に住む人、住んでみたい人が「住みたいまち」「住んで良かった」となる

よう町民の皆様とともに「協働の町づくり」を進め、町政の運営に取り組んでいきたいと

考えているところであります。 

 議員の皆様の各位にそれぞれ、町民の皆様になお一層のご支援とご協力を心からお願い

を申し上げまして、町政執行方針といたします。 

 以上であります。 

〇田村議長 以上で町政執行方針を終わります。 

 

    ◎日程第８ 平成３０年度教育行政執行方針 

〇田村議長 日程第８、平成30年度教育行政執行方針の説明を求めます。 

 教育長。 

〇久門教育長 平成30年第１回浦幌町議会定例会にあたり、教育行政の執行に関する基本

方針を申し上げます。 

 今日、次代を担う児童生徒が、複雑で予測困難な社会の変化を受け止め、主体的な学び

や多様な人々との協働を通じて「生きる力」を身に付けることが重要となっています。 

 そのため、総合教育会議等を通じて、町長と教育委員会が円滑な意思疎通を図り、課題

と目指すべき姿等を共有して、「地域とともにある学校づくり」を一層進めていきます。 

 また、保護者や地域の皆さんと連携・協働し、ふるさとを愛し未来を切り拓く逞しい児

童生徒の育成を目指して、導入４年目となる小中一貫コミュニティ・スクールの更なる充

実に努めます。 
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Ⅰ．学校教育 

 喫緊の課題である学力や体力・運動能力向上の取組を一層充実させるため、「魅力ある学

校づくり」など６点にわたって施策を申し上げます。 

（１）魅力ある学校づくり 

 「社会に開かれた教育課程」の実現を図るため、保護者や地域の人々を巻き込んだカリ

キュラム・マネジメントの確立が重要となっています。 

 そのため、小中一貫コミュニティ・スクール９ヵ年計画に基づき、学校運営協議会等に

おいて、熟議・協働・マネジメントの機能を生かした主体的な取組を推進していきます。 

 また、引き続きスクールアナリストを招聘して、学園・学校評価システムを確立し、ア

クションプランに基づいた学校改善を促します。 

 安全教育については、危機管理体制を見直し交通安全や防災のための指導・訓練を計画

的に実施するとともに、不審者や登下校時の総合的な安全対策についても関係機関や支援

団体の協力のもと取り組みます。 

 浦幌町通学路交通安全プログラムに基づき、関係機関と連携して児童生徒が安全に通学

できるよう、通学路の安全確保に取り組みます。 

（２）確かな学力 

 全国学力・学習状況調査等を活用した検証改善サイクルを確立し、数値目標達成の手立

てや検証方法を明確にして取り組むとともに、小中合同の研修会や乗り入れ授業、ジョイ

ント教室を開催するほか、家庭学習や放課後及び長期休業期間中の学習サポートを充実し、

主体的・対話的で深い学びを促していきます。 

 また、保護者や地域の皆さんと危機意識や課題認識を共有し、地域総ぐるみで「早寝・

早起き・朝ごはん（あいさつ・ノーテレビデー）運動」を継続します。 

 平成28年度に宣言した「スマホ・ゲーム機使用のルール」に基づき、生活リズムの改善

に取り組み、家庭学習や読書、親子の会話の時間を作る運動を推進します。 

 さらに、「朝読・家読」運動、「うらほろリレー家読」運動などに取り組み、「教育の日実

践交流会」などで取組の成果を交流します。 

 教育機器の活用については、実物投影機等をより効果的に活用するため、引き続き小・

中学校の普通教室に大型テレビを計画的に導入するとともに、小学校の児童用机・イスを

更新し、学習環境の充実に努めます。 

 学習指導要領の改訂により、移行期の平成30年度から外国語活動等を先行実施するため、

外国語指導助手を１名増員し、グローバルな児童生徒の育成に努めます。 

 特別支援教育については、児童生徒一人ひとりに応じた支援を充実するため、特別支援

教育支援員を増員し、学校内での支援体制を継続するとともに、特別支援教育連携ネット

等の関係機関との連携や教育指導体制及び特別支援教育の充実・強化に努めます。 

（３）豊かな心 

 「特別の教科 道徳」は、命の大切さ、人を思いやる心の育成を推進し、ボランティア
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活動などの社会活動を通して、「考え、議論する道徳」へと質的転換に努めます。 

 また、道徳教育推進教師を中心とした推進体制を確立し、地域の人材や外部講師の活用、

道徳科の公開など、家庭や地域に開かれた道徳教育の充実に努めます。 

 今年は本道が「北海道」と命名されて150年の節目の年、「北海道みんなの日」を中心と

した北海道や地域の歴史や文化等の学習を充実します。 

 ９年目を迎えた小学５年生による農林漁家での宿泊体験学習を引き続き行い、食の大切

さを学ぶとともに、豊かな人間性や社会性を育みます。 

 キャリア教育については、自己肯定感の育成や人間関係形成能力の育成を目指し、地域

の人材活用や関係団体との連携により、児童生徒の「生きる力」を育む教育を進めます。 

 生徒指導については、小中一貫教育推進の観点に立ち、「浦幌町いじめ防止対策基本方針」

を柱に、「学校いじめ防止基本方針」によるいじめの未然防止、早期発見・早期解消等に努

めます。 

（４）健やかな体 

 児童生徒が体力の伸びを実感し、自己肯定感や達成感を高めることができるよう地域総

ぐるみで体力や運動能力向上の取組を進めます。 

 平成24年度から町内全小中学校で導入し効果をあげているフッ化物洗口については、健

康教育・むし歯予防対策として、給食後の歯磨きの励行とともに、取組を継続します。 

 食物アレルギーを有する児童生徒が安心して学校生活を送るために、就学時からの状況

把握と、学校全体での情報共有及び保護者等と相談できる体制を作り、関係機関と連携し

た迅速・適切な対応に努めます。 

 ４月から供用開始となる新学校給食センターは、食育の推進、地場産食材の活用推進、

食物アレルギーへの対応、災害への対応、環境への配慮等の基本構想に基づき、学校給食

衛生管理基準に則って運営していきます。今年度は、旧給食センターの取壊しと外構工事

の一部を行います。 

 また、バランスの取れた栄養豊かな給食の提供に努めるとともに、町内産食材を使用し

た「浦幌みのり給食」を継続して実施します。また、平成27年７月から実施している学校

給食の無料化にあわせ、食の大切さを学ぶ食育をより充実させます。 

（５）資質の向上と組織の活性化 

 教職員の服務規律の徹底を図る研修及び実践的指導力を向上させる研修を行います。 

 また、教職員が意欲とやりがいを持って、健康に働くことができる環境整備に向けて、

働き方改革を進めていきます。 

（６）教育環境の整備 

 児童生徒の安全・安心を確保するため、学校安全対策講習会の開催や学校室内環境測定

等の実施を継続するほか、上浦幌中央小学校教員住宅建替工事などの施設整備を行います。 

 また、スクールバスの運行方法を変更するとともに、車庫等の新築工事を行います。 

Ⅱ.社会教育 
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 次に、社会教育については、「第８期浦幌町社会教育中期計画」に基づき、「小中一貫コ

ミュニティ・スクール」や「教育の日」と連携を深め、生涯学習社会の確立を目指します。 

（１）生涯学習の推進 

 地域の人材や環境を活用した「うらほろ」らしい生涯学習を推進するため、社会教育関

係施設と学校・家庭・地域そして社会教育関係団体が連携・協働した事業の取組みにより、

地域教育力の向上を目指します。 

 各公民館では、公民館まつりや文化祭、文化週間を通じて、地域と学校の連携・協働を

進めるとともに、博物館や図書館の各種講座などを開催し、生涯学習による地域活性化の

促進を図ります。 

 また、各公民館の整備につきましては、上浦幌公民館の玄関ポーチ床タイル張替等を実

施します。 

 家庭教育については、子育て支援センターや学校・地域と連携・協働した各種事業を実

施し、家庭の教育力向上に努めます。 

 また、「早寝・早起き・朝ごはん（ノーテレビ・あいさつ）運動」、「家読運動」、「スマホ・

ゲーム機使用のルール」の啓発を行い運動の推進を図っていきます。 

 少年教育については、４年目となる「友好の町絆協定相互交流事業」において岩手県洋

野町へ小学生及び中学生を派遣し、友好関係を深めながら規律と責任感を養いリーダーと

しての資質を高めていきます。 

 学校・家庭・大学や地域と連携した通楽（学）合宿の開催、放課後の体験活動を支援す

る子ども居場所づくり事業「オーラポロひろば」は、土曜日開催を継続して実施します。 

 また、高齢者教育については、寿大学を継続して開設し、小中一貫コミュニティ・スク

ールの取組と連携・協働して学習の成果を発表する機会を提供し、健康で生きがいを持て

る環境づくりに努めます。 

 図書館事業については、「浦幌町子どもの読書活動推進計画」に基づき、各種事業を展開

します。 

 絵本のお話し会やブックスタート事業等により、本を通した親子のコミュニケーション

づくりを目指すほか、大人のためのお話し会を定期的に開催し、読書活動の啓発に努めま

す。 

 また、図書館ボランティア活動体験うらさぽデーを毎月開催しながら、地域ぐるみで読

書活動の推進を図るとともに、第２期浦幌町子どもの読書推進計画を策定します。 

 博物館事業については、収蔵庫の移転により集約された資料の整理・登録を進め、新収

蔵庫を活用した博物館講座の開催や、大型資料の見学会などの事業展開を進めます。 

 また、問い合わせや利用希望の多い資料、広域的な研究資料の情報について、インター

ネットを活用した情報発信の整備に取り組みます。 

 さらに、町内に散在する文化財の新規指定へ向けた調査・検討を行うとともに、文化財

の普及や保全に向けた取り組みを強化します。 
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 アイヌ文化については、新たに収蔵した副葬品資料の保存環境を整え、今後は公開と利

用の方法を検討し、歴史性や地域性に着目したアイヌ文化の継承と普及事業の充実を図り

ます。 

（２）スポーツの振興 

 スポーツに親しむための環境整備を図るため、総合型地域スポーツクラブ設立を目指し、

設立準備委員会と連携した事業展開を進めます。 

 また、スポーツ教室を中心とした事業や「トリムスクール」を継続するほか、親子を対

象とした体操教室にも取り組みます。 

 総合スポーツセンター及び周辺施設と浦幌パークゴルフ場は、指定管理者のノウハウを

最大限生かし、効率的な住民サービスの向上を図るとともに、浦幌パークゴルフ場の指定

管理者指定の更新事務を行ないます。 

 町民協働のボランティアにより自主的な施設管理を行っているアイスアリーナ、町民球

場、町民スケートリンクについては、関係団体の皆さんと意見交換を続け、安全且つ安心

した管理となるよう努めます。 

 体育施設の整備につきましては、浦幌パークゴルフ場センターハウス床、バンカー改修

工事、上浦幌パークゴルフ場休憩舎修繕、総合スポーツセンターバスケットゴール修理等

を行い、利用者の安全確保等と要望に応え、生涯スポーツの振興に努めます。 

 以上、平成30年度の教育行政執行方針を申し上げました。 

 町民の皆様並びに町議会議員の皆様のご理解とご協力を賜りますよう心からお願い申し

上げまして、教育行政執行方針といたします。 

〇田村議長 以上で教育行政執行方針を終わります。 

 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１２分  休憩 

午前１１時２５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９ 報告第１号 

〇田村議長 日程第９、報告第１号 専決処分の報告についてを議題といたします。 

 提出者からの報告を求めます。 

 副町長。 
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〇鈴木副町長 それでは、議案書１ページをごらんおき願います。報告第１号 専決処分

の報告について。 

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

り専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

平成30年３月５日提出、浦幌町長。 

 記、１、損害賠償の額、19万6,960円。過失割合として、町40％、相手方60％。 

 ２、損害賠償の相手方、相手方につきましては記載のとおりでございます。 

 ３、事故の発生年月日、平成29年12月20日。 

 ４、事故の発生場所、この発生場所につきましては記載のとおりでございます。 

 ５、事故の概要、職員の運転する公用車で町道パトロール中に、上記事故発生場所の町

道稲荷通を西進中、森永道路踏切手前交差点で、町道２条通を南進中の相手方車両と衝突

し、公用車が車両前部の右側ボディー及び右側フロントバンパーを損傷し、相手方車両の

前部左側ボディー及び左前輪タイヤを損傷させた事故であります。 

 ６、専決処分日、平成30年２月13日。この先決の処分の日は、相手方との損害賠償の示

談の成立の日でございます。 

 なお、損害賠償につきましては、交差点内の走行状況及び全国の過去の事故事例から過

失割合について相手方との示談が成立し、相手方当該車両に係る修理費の40％相当、19万

6,960円について全国町村会総合賠償補償保険で対応するものであります。 

 このたびの事故につきましては、幸い双方にけがはなく、車両破損のみで大事に至るこ

とはありませんでしたが、交差点内の走行における注意義務遵守の過失によるところとし

て看過することなく職員への事故防止の徹底を図り、交通安全への取り組み強化へのさら

なる指導に努めてまいりたいと思っております。 

 以上、専決処分の報告といたします。 

〇田村議長 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 これで報告第１号を終わります。 

 

    ◎日程第１０ 承認第１号 

〇田村議長 日程第10、承認第１号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 議案書２ページ、あわせまして議案説明資料１ページをお開き願います。

承認第１号 専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分をしたので、同条第３項の
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規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成30年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんください。専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

 平成30年１月23日、浦幌町長。 

 記、平成29年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算、次のとおり。 

 ４ページをごらん願います。平成29年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算。 

 平成29年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第５回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ16万2,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ8,526万1,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 ５ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに次のページの６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。 

 このたびの補正につきましては、説明資料に記載のとおり厚生労働省が全国統一仕様の

電算処理システムの設定を誤っていたため、一部の方に誤った保険料が賦課されていたこ

とが判明いたしました。このことから、保険料還付金及び還付加算金に不足を生じたこと

から、専決処分により追加補正したものでございます。 

 ７ページをごらん願います。２、歳入、４款諸収入、２項償還金及び還付加算金、１目

保険料還付金13万円を追加し、23万円。 

 ２目還付加算金３万2,000円を追加し、４万9,000円。 

 ３、歳出、３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金13万円を追加

し、23万円。 

 ２目還付加算金３万2,000円を追加し、４万9,000円。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより承認第１号を採決いたします。 

 本案を承認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、本案は承認することに決定をされました。 

 

    ◎日程第１１ 議案第１号 

〇田村議長 日程第11、議案第１号 浦幌町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準等を定める条例の制定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 議案書８ページをごらん願います。議案第１号 浦幌町指定居宅介

護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について。 

 浦幌町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を次のよ

うに定める。 

 平成30年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す

る基準等を定める条例。 

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

により説明いたします。議案説明資料の２ページをごらんいただきたいと思います。浦幌

町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例説明資料。 

 １の制定の趣旨でございますが、介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項及び

第79条第１項の規定に基づき都道府県知事が指定する居宅介護支援事業者の事業の人員及

び運営に関する基準が地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法

律の整備等に関する法律（平成26年法律第83号）第６条の規定により一部改正されたこと

により、市町村長が当該事業者を指定するに当たり事業に係る人員及び運営に関する基準

を定めることとなったことから、本条例を制定するものでございます。 

 ２、条例の内容でございますが、このたびの条例提案は居宅介護支援事業を行う事業者

が配置しなければならない人員の職種及び人数並びに事業の運営に当たっての指針及び責

務等の基準を厚生労働省令で定める基準に基づき制定するものでございます。 

 条例の条文構成につきましては、章立ては７章から成り、第１条から第34条までの本則

で構成しています。主な内容につきましては、①の第１章は総則を定め、第１条に条例の

趣旨としまして指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請者の要件並びに指定居宅介護支

援等の事業の人員及び運営に関する基準等の規定と第２条に条例で使用する用語の定義に

ついて規定しています。 

 ②の第２章は、第３条に指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請者の要件について規

定しております。 

 ③の第３章は、第４条に指定居宅介護支援の事業の基本方針について規定しております。 

 ④の第４章は、第５条、第６条に人員に関する基準を定め、指定居宅介護支援等の事業
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における従業員及び事業所の管理者について規定しております。 

 ⑤の第５章は、第７条から第32条に運営に関する基準を定め、運営に関する指針及び責

務等について規定しており、指定居宅介護支援の提供の開始に際し利用者、申込者へ各種

説明を行い、同意を得てサービス提供及び支援を行うことや指定居宅介護支援の基本取り

扱い方針、管理者の責務、運営規程、関係書類の整備、管理、秘密保持及び適切な運営を

行うことなどを規定しております。 

 ⑥の第６章は、第33条に基準該当居宅介護支援に関する基準について規定し、指定居宅

介護支援事業者以外の居宅介護支援事業所によるサービスが必要となり提供する場合につ

いては第３条及び第４章から第５章までの規定の要件を満たすことを準用する旨を定め、

⑦の第７章は雑則について規定し、第34条に委任について定めております。 

 ３の施行期日でございますが、平成30年４月１日から施行するものですが、議案書の15ペ

ージに記載されております第16条第20号の規定につきましては、同年10月１日から施行す

るものでございます。 

 以上で説明を終わります。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１号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１２ 議案第２号 

〇田村議長 日程第12、議案第２号 浦幌町空家等の適正管理に関する条例の制定につい

てを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 議案書20ページ、説明資料は３ページをお開き願います。議案第２号 浦

幌町空家等の適正管理に関する条例の制定について。 

 浦幌町空家等の適正管理に関する条例を次のように定める。 

 平成30年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんください。浦幌町空家等の適正管理に関する条例。 
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 本条例の制定につきましては、条文の朗読を省略し、説明資料をもって説明させていた

だきます。説明資料３ページをごらん願います。浦幌町空家等の適正管理に関する条例説

明資料。 

 １、制定の趣旨。本条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき空家等対策

計画を策定し、これに基づく施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項を定め、

町民の生活環境を確保し、安全で安心して暮らすことのできる町の実現に寄与することを

目的に制定するものであります。 

 ２、条例の内容であります。本条例は、第１条から第17条までを規定してございます。 

 ①、第１条関係でございますが、本条例の目的について規定してございます。 

 ②、定義でございます。第２条関係でございますが、本条例における用語の定義につい

て規定してございます。 

 ③、所有者等の責務ということで、第３条に空き家等に関する所有者等の基本的な責務

についてを規定してございます。 

 ④、第４条関係でございますが、町の責務として空家等対策計画を策定し、これに基づ

く施策を総合的かつ計画的に実施することについて規定してございます。 

 ⑤、第５条関係でございますが、町民による情報提供、こちらは町民による空き家等に

関する情報提供について規定してございます。 

 ⑥、関係機関への要請、第６条関係でございますが、警察署その他の関係機関への必要

な措置、要請について規定してございます。 

 ⑦、空家等対策協議会の設置等、こちら第７条から第16条関係でございます。空き家等

の適正な管理に関し必要な事項を協議するための協議会の設置、委員の任期、報酬等につ

いて規定してございます。 

 ３、施行期日、平成30年４月１日から施行するものでございます。 

 説明は以上でございます。どうぞご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 ただいまの議題になっています議案第２号 浦幌町空家等の適正管理に関する条例の制

定については、質疑を省略し、総務文教厚生常任委員会に付託したいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号 浦幌町空家等の適正管理に関する条例の制定については、質疑を

省略し、総務文教厚生常任委員会に付託することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１３ 議案第３号 

〇田村議長 日程第13、議案第３号 浦幌町立学校給食センター設置及び管理条例の一部

改正についてを議題といたします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 議案23ページをごらん願います。議案第３号 浦幌町立学校給食センタ

ー設置及び管理条例の一部改正について。 

 浦幌町立学校給食センター設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 平成30年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんください。浦幌町立学校給食センター設置及び管理条例の一部を改

正する条例。 

 浦幌町立学校給食センター設置及び管理条例（昭和41年浦幌町条例第４号）の一部を次

のように改正する。 

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

により説明をさせていただきます。議案説明資料の４ページをごらん願います。浦幌町立

学校給食センター設置及び管理条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １の改正の趣旨でございますが、浦幌町立学校給食センターの改築に伴いまして、地番

に枝番が未記載だったことが判明いたしましたので、正しい地番に改正するものでござい

ます。 

 ２の改正の内容でございますが、給食センターの位置表示を万年339番地から万年339番

地１に改正いたします。 

 ３の施行期日につきましては、公布の日からとしております。 

 以上で説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第３号を採決いたします。 

 本件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４号 

〇田村議長 日程第14、議案第４号 浦幌町立学童保育所の設置及び管理等に関する条例

の一部改正についてを議題といたします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 議案書25ページをごらん願います。議案第４号 浦幌町立学童保育

所の設置及び管理等に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町立学童保育所の設置及び管理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30年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町立学童保育所の設置及び管理等に関する条例の一

部を改正する条例。 

 浦幌町立学童保育所の設置及び管理等に関する条例（平成11年浦幌町条例第30号）の一

部を次のように改正する。 

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

により説明いたします。説明資料の６ページをごらん願います。浦幌町立学童保育所の設

置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １の改正の趣旨でございますが、放課後保護者の就労等により小学校に就学し保育の必

要がある児童の健全育成を図ることを目的に浦幌幼稚園の余裕教室で学童保育所を開設し

ておりますが、このたび学童保育所に２人以上の児童が入所する世帯の経済的負担の軽減

を図るため、条例の一部を改正するものでございます。 

 ２の改正の内容でございますが、①は第３条の職員の規定についてでありますが、指導

員を支援員に改めるものでございます。これは、厚生労働省が定める放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準で事業所ごとに放課後児童支援員を置かなければならな

いとされていますことから、字句の整理を行うものでございます。 

 ②は、第６条の費用の納付についてでありますが、現在保育料として児童１人につき月

額4,000円を納付していただいておりますが、同一保護者が２人以上の児童を学童保育所に

入所させた場合、２人目を２分の１の2,000円とし、３人目以降を無料とする保育料の軽減

を規定するとともに、入所児童が月の途中で入退所した該当月分の保育料の算出基準を次

のページの説明資料新旧対照表になりますが、その改正後の第６条第４項に規定するもの

でございます。 

 ３の施行期日でございますが、平成30年４月１日から施行するものでございます。 

 新旧対照表につきましては、７ページに記載しておりますので、ご参照願います。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

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。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 今町のほうから提案がありました。それで、指導員を支援員に改めるという

国の方針なのですけれども、これは内容的に現状とどこか違うような点があるかどうかお

聞きしたいと思います。 
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 それと、学童さんの対象家庭というのでしょうか、新年度にならないとはっきりわから

ないと思いますが、大体予測として何戸ぐらいの家庭が対象になるのか、今現在何戸学童

さんに通っているのか、わかる範囲内でお願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 まず、福原議員の１点目の支援員の関係ですけれども、条例上では

指導員とうたっておりましたが、このたび支援員に改正するということで、実際には指導

する内容につきましては何ら変わりはありません。その中で、ただ支援員というものにつ

きましては研修を受けなければ支援員というような形のものにならないというようなもの

がございまして、研修というのは来年度までに支援員の研修を受けるというようなことに

なっておりますので、それぞれ今の支援員になられる方につきましては研修をお願いする

というような状況になるかと思います。 

 それから、第２子目以降の世帯の数かなというふうに質問をお聞きしましたけれども、

２子目の世帯の数ですが、対象となる世帯につきましては現在の世帯がそのまま持ち上が

るとしたならば７世帯、そのうち３人いるお子さんが学童保育所に入所している世帯が２

世帯というような内容でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 今ご説明をいただきました。支援員が来年度中に研修を受けるという説明が

ありましたが、これは個人が受けて町で採用するという形になるのか、そこまで厳しい規

定があるのかないのか、これ研修を受けないとこの指導員、支援員になることができない

のか、その辺。そして、研修を受けるにつきまして地元で研修をやるのか、それともどこ

かに集まって研修をやるのか、それの費用等なんかどういうふうにお考えでしょうか。 

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 まず、研修の関係でございますけれども、研修の場所につきまして

は十勝管内では帯広で研修というようなことでございます。また、費用につきましては、

町の予算で研修の費用を30年度の予算の中で組み込んでいる内容でございます。 

 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 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第４号を採決いたします。 
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 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５号 

〇田村議長 日程第15、議案第５号 浦幌町老人福祉施設等費用徴収条例の一部改正につ

いてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 議案書27ページをごらん願います。議案第５号 浦幌町老人福祉施

設等費用徴収条例の一部改正について。 

 浦幌町老人福祉施設等費用徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成30年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町老人福祉施設等費用徴収条例の一部を改正する条

例。 

 浦幌町老人福祉施設等費用徴収条例（平成12年浦幌町条例第８号）の一部を次のように

改正する。 

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

により説明いたします。議案説明資料の８ページをごらん願います。浦幌町老人福祉施設

等費用徴収条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １の改正の趣旨でございますが、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の

一部を改正する法律（平成29年法律第52号）による介護保険法（平成９年法律第123号）の

一部改正により、一定以上の所得を有する第１号被保険者に係る介護サービス費の利用者

負担の割合が変更され、この負担割合に応じて老人福祉施設費用徴収金の額を算定するこ

とから、改正するものでございます。 

 ２の改正の内容でございますが、現在の規定では養護老人ホームに入所している方のう

ち、要介護認定を受けている方で特別養護老人ホームの入所申し込みをした方の入所者費

用徴収金の額は、当該入所申し込み時点の徴収金の額、対象者の収入に応じて決定した徴

収金の額と特別養護老人ホームに入所したと仮定したときの自己負担の額、介護サービス

及び食事の提供に対する費用並びに施設滞在に対する費用を合算した額を比較しまして、

いずれか低いほうの金額を徴収しているものであります。今回の改正は、被措置者が介護

保険法に規定する額の所得を有する場合にこの自己負担となる介護サービスの提供に対す

る負担割合が２割または３割負担、３割負担は今年の８月からでございますが、となるこ

とから、改正するものでございます。 

 参考までに現在養護老人ホームに入所されている方で特別養護老人ホームに入所申し込
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みをしている方は６名おりますが、いずれも全員養護老人ホームの費用徴収金のほうが低

い状態ということになってございます。 

 ３の施行期日でございますが、平成30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９ページから12ページに記載しておりますので、ご参

照願います。 

 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 

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５号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ０時００分  休憩 

午後 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１６ 議案第６号 

〇田村議長 日程第16、議案第６号 浦幌町敬老祝金贈呈条例の一部改正についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 議案書29ページをごらん願います。議案第６号 浦幌町敬老祝金贈

呈条例の一部改正について。 

 浦幌町敬老祝金贈呈条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
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 平成30年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町敬老祝金贈呈条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町敬老祝金贈呈条例（平成15年浦幌町条例第25号）の一部を次のように改正する。 

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

により説明いたします。議案説明資料の13ページをごらん願います。浦幌町敬老祝金贈呈

条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １、改正の趣旨でございますが、高齢者の長寿を祝福するとともに、社会貢献に対する

労をねぎらい、あわせて町民の敬老思想の高揚を図ることを目的に88歳及び100歳になられ

た方に対し敬老祝金を贈呈しておりますが、88歳につきましては３万円、100歳につきまし

ては10万円となります。生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護世帯及び老人福

祉法（昭和38年法律第133号）による被措置者については、贈呈する対象者としていなかっ

たことから、これらの方々に対して贈呈することとし、本条例の一部を改正するものでご

ざいます。 

 ２の改正の内容でございますが、①の贈呈の対象とするための改正としましては、生活

保護法による被保護世帯及び老人福祉法による被措置者、いわゆる養護老人ホームに入所

する方を敬老祝金の贈呈対象者とすることから、この方々が贈呈を受ける資格を喪失する

対象者として規定している第４条第２項を削除するものでございます。 

 ②の字句の整理については、第４条中の字句を記載のとおり改めるものでございます。 

 ３の施行期日でございますが、平成30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14ページに記載しておりますので、ご参照願います。 

 以上で説明を終わります。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６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７号 

〇田村議長 日程第17、議案第７号 浦幌町国民健康保険条例の一部改正についてを議題

といたします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 議案書31ページ、説明資料は15ページをお開き願います。議案第７号 浦

幌町国民健康保険条例の一部改正について。 

 浦幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成30年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例。 

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

 本条例の改正内容につきましては、条文の朗読を省略し、説明資料をもって説明させて

いただきます。説明資料15ページでございます。浦幌町国民健康保険条例の一部を改正す

る条例説明資料。 

 １、改正の趣旨であります。持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法

等の一部を改正する法律（平成27年法律第31号）が平成30年４月から施行され、北海道が

道内各市町村の国民健康保険に関する財政運営の責任主体となり、国保運営の中心的な役

割を担うことになります。このことに伴い、規定の改正及び保険給付額の道基準への統一

が必要となるため、浦幌町国民健康保険条例の一部を改正するものであります。 

 ２、改正の内容でございます。①、市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の

名称についての規定でございますが、第２条、第２条の２関係でございます。国民健康保

険法第11条第２項により各市町村で設置することとされた市町村の国民健康保険事業の運

営に関する協議会、こちらの名前を国民健康保険運営協議会と規定するものであります。 

 ②、葬祭費の２万円引き上げにつきましては、第９条関係でございます。葬祭費につい

て、国保都道府県化に伴い支払い額を１万円から全道基準の３万円に引き上げるものでご

ざいます。 

 ③、国民健康保険事業基金の目的等の改正であります。第13条、第18条関係でございま

す。町が支払っていた保険給付費について、平成30年度以降については道が負担し、かわ

りに市町村は道へ事業費納付金、全道で必要となる医療給付費について医療費水準、所得

水準に応じて市町村ごとに案分されたものでございますが、これらを支払うこととなるた

め、国民健康保険事業基金について保険給付に要する財源に充てるためとしていたものを

保険給付費及び国民健康保険事業費納付金に要する財源に充てるためとするものでござい

ます。 

 ３、施行期日、平成30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16ページから17ページに記載してございますので、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） 
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〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第７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８号 

〇田村議長 日程第18、議案第８号 浦幌町後期高齢者医療に関する条例の一部改正につ

いてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 議案は33ページ、説明資料は18ページをごらん願います。議案第８号 浦

幌町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町後期高齢者医療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30年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。浦幌町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条

例。 

 浦幌町後期高齢者医療に関する条例（平成19年浦幌町条例第22号）の一部を次のように

改正する。 

 条例の改正内容につきましては、朗読を省略し、説明資料にてご説明をいたします。説

明資料18ページをごらん願います。浦幌町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する

条例説明資料。 

 １、改正の趣旨、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を

改正する法律（平成27年法律第31号）が平成30年４月１日から施行され、後期高齢者医療

制度加入時における住所地特例の見直しにより、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和

57年法律第80号）第55条の２の規定が新設されることに伴い、浦幌町後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正するものであります。 

 ２、改正の内容でございます。①、第３条関係につきましては、本町が保険料を徴収す

べき後期高齢者医療被保険者について、本町に住所を有する被保険者のほか、下記の被保

険者を追加するものでございます。（１）他市町村に住所を有し、資格取得時まで住所地特

例の適用を受けて本町の国民健康保険の被保険者であった方で、75歳に達し後期高齢者医

療の被保険者となった方、（２）他市町村に住所を有し、資格取得時まで住所地特例の適用
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を受けて本町の国民健康保険の被保険者であった方で、北海道後期高齢者医療広域連合の

障がい認定を受けて後期高齢者医療の被保険者となった方。 

 ②、附則第２条関係でございますが、平成20年度における保険料の納期に係る特例を規

定した条項であり、今回不要となった条項の整理のために削除をするものでございます。 

 ３、施行期日、平成30年４月１日から施行するものでございます。 

 新旧対照表につきましては19ページ、20ページに記載してございますので、ご参照願い

たいと思います。 

 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１９ 議案第９号 

〇田村議長 日程第19、議案第９号 浦幌町介護保険条例の一部改正についてを議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 議案書は35ページ、説明資料は21ページからごらん願います。議案第９

号 浦幌町介護保険条例の一部改正について。 

 浦幌町介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成30年３月５提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。浦幌町介護保険条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町介護保険条例（平成12年浦幌町条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 改正内容につきましては、条文の朗読を省略し、説明資料にてご説明をさせていただき

ます。説明資料21ページでございます。浦幌町介護保険条例の一部を改正する条例説明資

料。 

 １、改正の趣旨、浦幌町老人福祉計画・浦幌町介護保険事業計画策定審議会より答申さ

れた介護保険事業計画をもとに平成30年度から平成32年度までの保険料を改正するもので
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ございます。また、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する

法律（平成29年法律第52号）の施行に伴い、被保険者等に関する調査に正当な理由なしに

従わなかった場合における過料の対象者について、第１号被保険者（65歳以上の被保険者）

の配偶者等に第２号被保険者（40歳以上65歳未満の被保険者）の配偶者等が加えられたた

め、本町条例においても同様に改正するものでございます。 

 ２、改正の内容でございます。①、保険料率、こちらは第８条関係でございますが、保

険料基準額につきましては現行の5,550円から月額5,400円とし、各段階の年額保険料につ

きましては次の表のとおり改正するものであります。段階につきましては、国の基準に準

じた９段階に設定してございます。 

 次のページでございます。②、過料、第19条関係でございます。条例第19条に規定する

第１号被保険者を被保険者に改正するものでございます。 

 ３、施行期日、①、過料の第19条関係につきましては公布の日から、②、保険料率の第

８条関係につきましては平成30年４月１日から施行するものでございます。 

 新旧対照表につきましては資料23ページ、24ページに記載してございますので、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 お諮りをいたします。 

 ただいま議題になっています議案第９号 浦幌町介護保険条例の一部改正については、

質疑を省略し、総務文教厚生常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第９号 浦幌町介護保険条例の一部改正については、質疑を省略し、総務

文教厚生常任委員会に付託することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第２０ 議案第１０号 

〇田村議長 日程第20、議案第10号 浦幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 議案書37ページをごらん願います。議案第10号 浦幌町指定地域密

着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営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30年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び
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運営に関する条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する条例（平成25年浦

幌町条例第２号）の一部を次のように改正する。 

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

により説明いたします。説明資料の25ページをごらん願います。浦幌町指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設備及び運営に関する条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １の改正の趣旨でございますが、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準（平成18年厚生労働省令第34号）の一部改正により、本条例で定めている事

項のうち、当該省令に従い定めることとされている事項について改正するものでございま

す。 

 ２の改正の内容でございますが、本条例で定める事項のうち、省令に従い定めている事

項について、改正後の省令に従い改正するものでございます。①の改正につきましては、

指定地域密着型サービスの事業の指定に係る申請者の要件について、申請者が看護小規模

多機能型居宅介護事業者であり、病床を有する診療所を開設している場合には、法人でな

くても指定地域密着型サービスの指定の申請をすることができることとなったため、改正

するものでございます。これは、本条例の第３条関係でございます。 

 ②の改正につきましては、指定定期巡回・随時対応型訪問看護介護及び指定夜間対応型

訪問介護の事業に従事する訪問介護員等の定義について、法第８条第２項に規定する政令

で定める者としていたものを介護保険法施行規則で定める介護職員初任者研修を受講した

者に限るものと明文化されたことから、改正するものでございます。これは、本条例の第

６条、第47条関係でございます。 

 ３の施行期日でございますが、平成30年４月１日から施行するものでございます。 

 なお、本条例の新旧対照表につきましては26ページから28ページに記載されていますの

で、ご参照願います。 

 以上で説明を終わりますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

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。 
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    ◎日程第２１ 議案第１１号 

〇田村議長 日程第21、議案第11号 浦幌町新産業創造等事業の助成に関する条例の廃止

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。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、議案書39ページをごらん願います。議案第11号 浦幌町新産

業創造等事業の助成に関する条例の廃止について。 

 浦幌町新産業創造等事業の助成に関する条例を廃止する条例を次のように定める。 

 平成30年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町新産業創造等事業の助成に関する条例を廃止する

条例。 

 浦幌町新産業創造等事業の助成に関する条例（平成20年浦幌町条例第１号）は、廃止す

る。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 本条例の提案の内容につきましては、議案説明資料をもって説明させていただきます。

議案説明資料29ページをごらんください。浦幌町新産業創造等事業の助成に関する条例を

廃止する条例説明資料。 

 １、廃止の趣旨でございますが、これまで本条例におきまして新たな産業の創造に資す

る事業等に対し北海道産炭地域振興センターの管理する新産業創造等基金の本町分基金額

を限度に助成を行ってきましたが、当該基金は当初より取り崩し型の基金とされており、

平成26年に同センターが策定しました基金の活用及び基金管理法人のあり方の方針により

まして基金の早期活用を図るために平成30年度までに全額の取り崩しを進めることとされ

ておりまして、平成30年度第１次募集において本町への応募がなかったため、町が平成30年

度中に実施します事業に残額を充当し基金全額を取り崩すことになることから、本条例を

廃止するものであります。 

 ２、施行期日につきましては、公布の日から廃止するものでございます。 

 ３、参考といたしまして、これまでの助成実績を記載しておりますので、ごらんおき願

います。 

 以上で説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 
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 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２２ 議案第１２号 

〇田村議長 日程第22、議案第12号 平成29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。本議案は細分化して審議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、細分化して審議することに決定をいたしました。 

 初めに、18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 別冊の補正予算書１ページをごらん願います。あわせまして説明資料

は30ページをお開き願います。議案第12号 平成29年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成29年度浦幌町の一般会計補正予算（第15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１億8,215万5,000円を減額し、歳入

歳出の総額を歳入歳出それぞれ71億8,818万円とする。 

 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。 

 （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。 

 （債務負担行為） 

 第３条 債務負担行為の追加は「第３表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債） 

 第４条 地方債の変更は「第４表 地方債補正」による。 

 平成30年３月５日提出、浦幌町長。 

 ２ページからの第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。 

 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。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922万

8,000円、内容としましては説明資料40ページに記載してございますが、暗渠排水3.1ヘク

タール、区画整理4.1ヘクタール、明渠排水315メートルを平成30年度へ繰り越して事業を
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実施する内容でございます。６款農林水産業費、１項農業費、事業名、地籍調査事業、金

額5,292万円、内容につきましては説明資料40ページから41ページに記載してございます

が、国の補正予算による追加配分決定があったため、本年度の予算残と合わせ平成30年度

へ繰り越して事業を実施する内容でございます。10款教育費、５項社会教育費、事業名、

中央公民館トイレ改修事業、金額1,450万円、内容につきましては説明資料42ページに記載

してございますが、中央公民館のトイレ改修工事を平成30年度に繰り越して事業を実施す

る内容でございます。 

 ７ページをごらん願います。第３表、債務負担行為補正。追加でございます。事項、介

護保険等業務管理システム機器借り上げ料、期間、平成30年度から平成34年度、限度額268万

3,000円。事項、介護保険等業務管理システムソフトウエア借り上げ料、期間、平成30年度

から平成34年度、限度額210万円。内容につきましては、養護老人ホームにおける当該機器

及びソフトウエアについて５年リースで借り上げをするものでございます。 

 ８ページをごらん願います。第４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10億9,880万円、補正後限度額10億3,870万円。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1,550万円、補正後限度額1,200万

円。汚水処理施設共同整備事業、補正前限度額1,380万円、補正後限度額1,370万円。塵芥

処理車購入事業、補正前限度額1,530万円、補正後限度額1,470万円。雇用促進事業補助事

業、補正前限度額240万円、補正後限度額540万円。模範牧場作業用機械購入事業、補正前

限度額860万円、補正後限度額530万円。合流地区担い手育成型畑地帯総合整備事業、補正

前限度額1,450万円、補正後限度額460万円。道路建設補助事業、補正前限度額１億870万円、

補正後限度額7,350万円。老朽化対策事業、補正前限度額9,000円、補正後限度額ゼロ。橋

梁長寿命化修繕事業、補正前限度額1,520万円、補正後限度額950万円。住宅リフォーム補

助事業、補正前限度額700万円、補正後限度額560万円。消防車両購入事業、補正前限度額

560万円、補正後限度額500万円。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1,330万円。スクールバス購入事業、補正前限度額4,670万円、補正後限度額4,020万円。

教職員住宅整備事業、補正前限度額ゼロ、補正後限度額2,280万円。給食センター改築事業、

補正前限度額７億5,100万円、補正後限度額７億4,160万円。次に、公営住宅建設事業、補

正前限度額680万円、補正後限度額590万円。次に、緊急防災・減災対策事業、補正前限度

額810万円、補正後限度額800万円。内容につきましては、防災拠点施設整備等事業でござ

いまして、補正前限度額810万円、補正後限度額800万円でございます。合計、補正前限度

額12億6,471万3,000円、補正後限度額12億361万3,000円。これら全て事業費等確定に伴う

補正でございます。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。 

 10ページから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。 

 今回の補正につきましては、歳入において町税、分担金及び負担金、使用料、財産収入、
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寄附金、諸収入につきましては２月までの実績または見込み等に基づく追加及び減額、補

助金、基金繰入金、町債につきましては確定並びに確定見込みに伴う補正を行うものでご

ざいます。歳出においては、人件費につきましては扶養家族の移動、育児休業取得、共済

組合納付金確定等による追加及び減額、その他各種事業につきましては執行残、事業費の

確定及び実績見込み等の精査に伴う補正でございます。これらの補正につきましては、説

明を省略させていただきます。 

 12ページごらん願います。２、歳入、１款町税、１項町民税、１目個人3,600万円を追加

し、２億3,685万円。 

 ２目法人1,580万円を追加し、4,303万3,000円、これらの内容につきましては説明資料

30ページに記載のとおりでございます。 

 ２項１目固定資産税700万円を追加し、３億157万6,000円、内容につきましては説明資料

30ページに記載のとおりでございます。 

 ４項１目町たばこ税171万2,000円を減額し、3,730万7,000円、内容につきましては説明

資料30ページから31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138万円を減額し、1,284万

円、内容につきましては説明資料40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531万9,000円を追加し、１億2,310万3,000円、２節児童

福祉費負担金の一時保育料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。また、４節老人福祉施設費負担金につきましては説明資料37ページに記載のとおりで

ございます。 

 ２目衛生費負担金30万円を減額し、20万円。 

 12款使用料及び手数料、１項使用料、２目民生使用料120万円を追加し、3,143万6,000円。 

 ５目土木使用料223万円を減額し、7,618万6,000円。 

 ６目教育使用料37万円を追加し、349万8,000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437万9,000円を減額し、１億

4,201万4,000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34ページの記載の

とおりでございます。また、３節児童福祉費国庫負担金につきましては説明資料31ページ

及び36ページに記載のとおりでございます。 

 14ページごらん願います。２目衛生費国庫負担金14万8,000円を減額し、８万円。 

 ２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金642万6,000円を減額し、581万8,000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。 

 ２目民生費国庫補助金126万5,000円を減額し、2,198万2,000円、内容につきましては説

明資料32ページ及び35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１億2,420万1,000円を減額し、１億8,345万4,000円。 

 ４目教育費国庫補助金12万6,000円を追加し、4,166万円。 

 14款道支出金、１項道負担金、１目総務費道負担金3,007万4,000円を追加し、5,208万
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3,000円、内容につきましては説明資料41ページに記載のとおりでございます。 

 ２目民生費道負担金27万7,000円を追加し、9,628万2,000円、２節障害者福祉費道負担金

につきましては説明資料34ページに記載のとおりでございます。また、５節児童福祉費道

負担金につきましては説明資料31ページ及び36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７万4,000円を減額し、10万8,000円。 

 ２項道補助金、１目総務費道補助金９万9,000円を減額し、119万1,000円。 

 ２目民生費道補助金62万7,000円を追加し、1,127万5,000円、２節児童福祉費補助金につ

きましては説明資料32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61万1,000円を減額し、260万7,000円。 

 16ページをごらん願います。４目農林水産業費道補助金608万3,000円を減額し、１億

4,046万4,000円、内容につきましては１節農業費補助金につきましては説明資料32ページ、

39ページ、40ページに記載のとおりでございます。３節水産業費補助金につきましては説

明資料33ページに記載のとおりでございます。 

 ５目商工費道補助金130万円を追加し、130万円。 

 ３項委託金、１目総務費委託金110万9,000円を減額し、1,247万4,000円。 

 ３目農林水産業費委託金27万6,000円を追加し、1,406万4,000円。 

 15款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入64万9,000円を追加し、5,359万

6,000円。 

 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入434万6,000円を追加し、434万7,000円。 

 16款１項寄附金、２目指定寄附金5,390万円を減額し、3,626万1,000円。 

 17款繰入金、２項１目基金繰入金2,025万8,000円を減額し、４億9,283万6,000円。 

 19款諸収入、５項１目雑入24万4,000円を減額し、663万4,000円。 

 20款１項町債、１目総務債350万円を減額し、１億7,901万3,000円。 

 ３目衛生債70万円を減額し、3,640万円。 

 18ページをごらん願います。４目労働債300万円を追加し、540万円、内容につきまして

は説明資料38ページに記載のとおりでございます。 

 ５目農林水産業債1,320万円を減額し、2,210万円、内容につきましては説明資料40ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 ６目土木債5,220万円を減額し、9,450万円。 

 ７目消防債70万円を減額し、1,300万円。 

 ８目教育債620万円を追加し、８億1,790万円。 

 以上で説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ８番、河内議員。 

〇河内議員 17ページ、16款の寄附金です。それのふるさとづくり寄附金についてちょっ

とお聞きします。 
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 非常に大幅な減額ということになっているわけでございますけれども、この辺について

どのような分析をされているか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ふるさとづくり寄附金の関係ですけれども、当初予算ではお

よそ１万5,000件ということで9,000万円の歳入を見ておりましたけれども、昨年取り扱っ

た中でいきますと現在のところ実績見込みが6,000程度になるということで、今回5,400万

円の減額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 ないようですので、次に19ページ、１款１項議会費から31ページ、４款衛生

費、２項清掃費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 では、引き続き19ページごらん願います。説明資料につきましては33ペ

ージをお開き願います。３、歳出、１款１項１目議会費330万2,000円を減額し、7,190万

2,000円。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費9,921万8,000円を追加し、５億8,496万

4,000円、内容につきましては予算執行残の減額のほか、北海道市町村備荒資金組合超過納

付金を追加する内容でございます。 

 20ページごらん願います。２目情報化推進管理費460万6,000円を減額し、１億2,889万

8,000円。 

 ３目文書広報費51万6,000円を減額し、603万4,000円。 

 ４目自動車管理費52万円を減額し、2,597万7,000円。 

 ５目財産管理費184万円を減額し、1,146万円。 

 ６目財政調整等基金費9,253万2,000円を追加し、２億8,110万5,000円、内容につきまし

てはふるさとづくり基金積立金の減額並びに公共施設整備基金積立金の追加の内容となっ

てございます。 

 ７目企画費1,992万6,000円を減額し、１億８万8,000円。 

 22ページをごらん願います。10目生活安全推進費74万円を減額し、1,910万9,000円。 

 11目成人式費１万1,000円を減額し、23万3,000円。 

 12目職員厚生費85万7,000円を減額し、909万7,000円。 

 13目諸費107万3,000円を減額し、4,846万7,000円。 

 14目ふるさとづくり寄附奨励費3,450万7,000円を減額し、3,234万6,000円。 

 ２項徴税費、１目税務総務費1,000円を追加し、2,907万5,000円。 

 ２目賦課徴収費４万6,000円を減額し、1,506万5,000円。 
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 ３項１目戸籍住民登録費44万9,000円を減額し、1,794万3,000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。 

 ４項選挙費、１目選挙管理委員会費29万4,000円を減額し、1,046万3,000円。 

 24ページをごらん願います。２目衆議院議員選挙費109万8,000円を減額し、546万円。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費66万1,000円を減額し、３億3,532万

5,000円、内容につきましては19節負担金、補助及び交付金につきましては説明資料33ペー

ジの記載のとおりとなっております。また、20節扶助費につきましては説明資料34ページ

に記載のとおりとなってございます。 

 ２目国民年金事務費25万6,000円を減額し、22万7,000円。 

 ３目厚生委員費30万円を減額し、275万6,000円。 

 ４目青少年健全育成費２万円を減額し、27万2,000円。 

 26ページをごらん願います。５目社会福祉施設費２万円を減額し、209万7,000円。 

 ６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費76万9,000円を減額し、1,039万4,000円。 

 ７目後期高齢者医療費1,025万4,000円を減額し、9,801万6,000円、19節負担金、補助及

び交付金の内容につきましては説明資料35ページに記載のとおりでございます。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費142万1,000円を減額し、1,542万9,000円、８節報

償費につきましては説明資料36ページに記載のとおりでございます。 

 ２目児童措置費726万円を減額し、5,428万5,000円、内容につきましては説明資料36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359万8,000円を減額し、8,385万3,000円。 

 ４目へき地保育所運営費５万4,000円を減額し、3,289万7,000円。 

 ６目子ども発達支援センター運営費１万1,000円を減額し、1,542万5,000円。 

 ７目学童保育所費58万7,000円を減額し、752万6,000円。 

 ８目子育て支援センター費24万1,000円を減額し、1,713万4,000円。 

 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費1,801万6,000円を減額し、１億7,531万円。 

 28ページごらん願います。２目老人福祉施設費200万2,000円を追加し、9,026万4,000円、

内容につきましては説明資料37ページに記載のとおりでございます。 

 ３目老人ホーム費1,324万9,000円を減額し、１億9,352万6,000円、７節賃金並びに12節

役務費につきましては説明資料37ページに記載のとおりでございます。 

 ４目町民バス管理費150万円を減額し、722万5,000円。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費1,891万7,000円を減額し、１億8,972万

6,000円。 

 30ページをごらん願います。２目予防費897万7,000円を減額し、1,248万6,000円、内容

につきましては説明資料37ページから38ページに記載のとおりでございます。 

 ３目環境衛生費178万9,000円を減額し、3,158万円。 

 ４目墓地墓園費29万8,000円を減額し、117万4,000円。 
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 ５目医療対策費2,498万7,000円を減額し、8,016万1,000円。 

 ６目乳幼児等医療対策費171万2,000円を減額し、1,546万8,000円。 

 ８目保健福祉センター管理費24万9,000円を追加し、1,584万9,000円、内容につきまして

は単価アップに伴います燃料費の追加でございます。 

 ９目未熟児養育医療対策費54万円を減額し、18万1,000円。 

 ２項清掃費、１目塵芥処理費113万円を減額し、8,587万5,000円。 

 ２目し尿処理費16万円を減額し、1,858万6,000円。 

 以上で説明を終わりましたので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ８番、河内議員。 

〇河内議員 先ほどと関連したことでございますが、23ページです。14のふるさとづくり

寄附奨励費でございます。先ほど大幅な減額の理由について歳入のことで説明を受けまし

た。このことについて私春に一般質問をさせていただいた経緯がございますけれども、私

はやはりこの寄附金については大変厳しい状況があるという認識をしておりました。その

ような中でこのような結果が出たわけですけれども、このような減額ということは毎月の

寄附金の流れの中でだんだん認識をされてきたのかなと思っておりますが、何かこのこと

について対応策というのですか、周知、寄附金に対するそういったものの改善とか、そう

いったものは努力をされたのでしょうか。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。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまのご質問ですけれども、ふるさと基金につきまして

はこれまでもご説明させていただいておりますけれども、平成26年度の１万5,370件、そし

て金額にしますと8,187万8,000円というのがピークで、それ以降金額なり件数が減少傾向

にございます。以前ご質問を受けたときも２年前になりますけれども、件数の撤廃、もと

もとは年１回の返礼だったのですけれども、１回だけではなくて何回寄附されてもお返し

しますよということで、件数の見直し等行ってきまして、昨年度、平成28年度につきまし

てはそういった効果もありまして、件数は落ちたのですけれども、大体4,491万3,000円の

寄附をいただくことができました。そういった件数等の見直し等も行いまして、またさら

には特産品ももともと１桁だったのですけれども、現在は38品目取り扱っております。こ

ういったことで経済団体や、それから産業団体等にも毎年度年度がかわることに特産品の

新たな開発ということで要望を行っているところなのですけれども、今年度につきまして

も減少傾向にあるということで、同じような形でお声かけをさせていただいたりしている

ところなのですけれども、最終的には28年度よりは下回る結果となるような現在の見通し

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。 
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〇河内議員 私は、ホームページや何かのあり方についていろいろ若い方のご意見などを

聞いて、改善するところはしたほうがいいのではないかというようなことで考えていただ

きたいということを申し上げた経緯がございますが、そういったことに対する改善という

のはなされたのですか。どうですか。 

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 ホームページの中でも特産品の表示の仕方とか、そういった

ものには工夫はしているところなのですけれども、昨年は総務省からの通達で返礼品に対

しての割合というものを示されたものですから、そこでいきますとなかなかそういった改

善点までは至っていないというような状況でございます。ただ、昨年の10月からうらほろ

アンバサダーということでふるさと大使３名の方に委嘱しておりますけれども、その方々

を通じて浦幌町でのこういったふるさと納税の取り組みとか、いろんなイベントについて

の取り組みや情報発信する中で、このふるさと納税についてもあわせて情報発信していた

だいているというのが現在の状況でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 予算書の20ページの情報化推進管理費の中のことでちょっとお伺いしたいの

ですが、町のホームページのトップ面のことについてお伺いしたいのですが、よろしいで

しょうか、ここで。 

〇田村議長 よろしいです。 

〇福原議員 そうしましたら、議長のお許しをいただけました。ずっと眺めていたのです

けれども、左側の下のところに個人名が掲載されて、情報がだっと載っているのです、こ

こをクリックすると。そうしますと、非常に古い情報なのです。本人には直接まだ話はし

ていないのですけれども、あれは町で管理するべきなものか、それとも個人から掲載依頼

があってやっているのか、その辺の確認をちょっとしておきたいなというふうに思ってい

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 済みません。トップページの部分ということなのですけれど

も、下のほうの個人名というのは、申しわけありません。どういった内容のものですか。 

〇福原議員 一人の方の名前が載っていて、そこをクリックするといろんなのが出てくる

のです、その方の経歴だとか、業績だとか。それは、もう町で管理しているのかどうかお

伺いしておきたいなというふうに思っています。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまご質問あった件なのですけれども、今ご説明する内

容の資料を持ち合わせておりませんので、申しわけございませんけれども、ちょっとお答
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えすることができません。申しわけありません。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 一般の方はそこクリックしますと、当然町のホームページのトップページで

すから、管理者は町かなと思うのです。それで、資料がないということは、これはどこで

管理している、トップページの場所が。 

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 ホームページの所管は町のほうのまちづくり政策課でござい

ますけれども、福原議員からご質問のあった内容について、私の今手持ちの資料としては

説明するまでの資料を持ち合わせていないものですから、ご了承いただきたいというふう

に思います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 そんなに難しいことではないと思います。個人情報が入っていますので、そ

れを調べてから答弁をきちっとしたものをいただきたいというふうに、もし町の管理であ

るのであれば答弁を後ほどで結構ですので、いただきたいと思います。 

〇田村議長 それでは、ただいまそういうようなことで資料請求でございます。 

（何事か声あり） 

〇田村議長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 

 

午後 １時５７分  休憩 

午後 ２時０２分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 答弁のほうお願いいたします。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 お時間いただき、まことに申しわけございません。 

 先ほどの質問なのですけれども、まずホームページのほうなのですけれども、トップ画

面に行きますと右上のほうに検索をする部分があります。通常でありますと、くらしの情

報とか町政情報とか各課からとか、そういったところから検索していくのですけれども、

例えば山本という名前をそこに入れると山本に関する記事が出ます。今お話しした中でい

きますと、同じように個人の名前をそこで検索しますと今度は左のほうの注目のキーワー

ドというのがありまして、何回も同じ方のところを検索するとその方が必然的に順番が上

がってきて一番上に載ってきます。ですから、その方が町の審議会の委員で、当然審議会

の委員であると会議の報告がありますので、出席者名簿に名前が載ります。それとか、日々

の取材の中でいろんな行事とかイベントに参加しているときに代表者の方とかすぐ名前が

出るものですから、その名前を検索すると順番が上がってきて、今きょう現在のものを見
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たのですけれども、一番トップに出ているのですけれども、その方のお名前をホームペー

ジを見ている方が何回かクリックされて、必然的に順番が今一番上にあるということで、

先ほど個人情報というお話だったのですけれども、もともとホームページに載っている先

ほどから説明の会議に出席された方の名前とか、それからグループの代表者の方というの

が必然的にホームページの中で紹介もするものですから、そういったところでお名前が出

てきてしまったというのが今の現状でございますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 補正つづりの28ページから29ページ、老人ホーム費で、給料と賃金のところ

で減額がされているのですけれども、当初採用を予定していた臨時看護師及び臨時介護職

員の確保ができなかったということなのですけれども、この説明をもうちょっとお願いし

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 まず、説明資料37ページになります。老人ホーム費、当初予定して

いた臨時看護師及び臨時介護職員の確保ができなかったということの説明という質問だと

思うのですけれども、よろしいでしょうか。老人ホームにつきましては、現在看護職員が

１名ということで、看護師職員が１名勤務されております。その中で看護師職員の勤務の

状態が非常に入所されている方々が要は要介護度がだんだん高くなってくるということ

で、看護師１名ではなかなか大変だというような状態がございまして、それで臨時職員を

１名募集をかけていました。29年度募集をかけていましたが、残念ながら応募がなかった

というような内容でございます。また、臨時職員の確保ができなかったというふうになっ

ておりますが、これにつきましては28年度に退職する職員が、養護老人ホームの介護職員

ですが、おりましたが、その職員が臨時として29年度養護老人ホームに就労されるという

ような、当初そういうようなお話でありましたけれども、その方が29年度養護老人ホーム

のほうに就労されなくなったということで、たまたま当初予定していた状態と29年度当初

の状態が違うような内容になったため、賃金の補正を今回減額させていただいたという内

容でございます。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 今の説明でちょっとわからなかったのですけれども、そうすると臨時看護師、

介護職員それぞれ何名の分とこれ考えてよろしいのでしょうか。 

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 738万9,000円の分の賃金の人数ですか、何名分というのは。よろし

いですか、それで。臨時看護師が１名分、それから臨時介護士が３名分という内容でござ

います。 
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〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 臨時介護士が３名というと、職場としても働いているほかの方にも結構苦痛

を与えるような人数ではないかとも思うのですけれども、その辺は大丈夫なのでしょうか。 

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 臨時介護士３名分の賃金の減額でございますが、臨時介護士３名、

とりあえず減額しましたが、そのうち29年度につきましては正職員１名につきましてたま

たま異動していた職員が老人ホームにまた異動されたということで、そこで正職員分の介

護士が充足されているというような内容になっております。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に31ページ、５款労働費、１項労働諸費から42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 それでは、引き続き補正予算書の31ページ下段をごらん願います。説

明資料につきましては38ページをお開き願います。５款労働費、１項１目労働諸費336万円

を追加し、782万7,000円、内容につきましては説明資料38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。６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費10万

2,000円を減額し、3,358万円。 

 ３目農業振興費1,275万9,000円を追加し、8,629万3,000円、19節負担金、補助及び交付

金の内容につきましては説明資料39ページに記載のとおりでございます。 

 ５目畜産振興費367万1,000円を減額し、2,849万7,000円、19節負担金、補助及び交付金

につきましては説明資料39ページに記載のとおりでございます。 

 ６目土地改良費258万1,000円を減額し、9,726万6,000円。 

 ８目道営土地改良事業費1,878万9,000円を減額し、3,268万1,000円、19節負担金、補助

及び交付金につきましては説明資料40ページに記載のとおりでございます。 

 ９目地籍調査費4,258万2,000円を追加し、8,364万9,000円、内容につきましては説明資

料40ページから41ページに記載のとおりでございます。 

 ２項林業費、１目林業総務費10万2,000円を減額し、2,025万万5,000円。 

 ２目林業振興費68万9,000円を減額し、2,541万6,000円。 

 ３目林道維持費31万8,000円を減額し、203万8,000円。 

 ４目うらほろ森林公園管理運営費17万2,000円を減額し、2,267万5,000円。 

 34ページをごらん願います。５目林道上出沢線開設事業費９万1,000円を減額し、2,502万

1,000円。 

 ３項水産業費、１目水産業総務費12万円を減額し、890万5,000円。 
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 ２目水産業振興費482万3,000円を減額し、2,077万4,000円、19節負担金、補助及び交付

金につきましては説明資料41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467万円を減額し、１億8,080万8,000円。 

 ２目観光費99万2,000円を減額し、4,157万4,000円。 

 ３目工業対策費23万円を減額し、107万1,000円。 

 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費25万2,000円を減額し、3,785万9,000円。 

 ２項道路橋梁費、２目道路維持事業費1,610万9,000円を減額し、8,008万円、内容につき

ましては説明資料42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１億5,658万9,000円を減額し、２億8,791万1,000円、内容につ

きましては社会資本整備総合交付金の配当が約６割の配当にとどまったことにより、多額

の減額補正となったものでございます。主なものとしましては、相川川西線において当初

改良舗装1,100メートル、事業費２億1,150万円を予定しておりましたが、実績では改良舗

装571.5メートル、事業費8,231万5,000円、延長につきましては延長で528.5メートル、事

業費で１億3,918万5,000円の減となったものでございます。 

 36ページをごらん願います。３項河川費、１目河川管理費36万1,000円を減額し、3,310万

1,000円。 

 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。 

 ２目公共下水道費353万1,000円を減額し、１億6,661万7,000円。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費1,130万5,000円を減額し、8,034万9,000円。 

 ２目公営住宅建築費793万円を減額し、4,022万円。 

 ９款１項消防費、１目常備消防費20万円を減額し、3,642万1,000円。 

 なお、参考資料といたしまして、43ページにとかち広域消防事務組合予算の浦幌町分に

ついて記載しておりますので、後ほど参照願います。 

 ４目非常備消防費181万円を減額し、2,582万2,000円。 

 ５目災害対策費132万円を減額し、2,418万9,000円。 

 38ページをごらん願います。10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費22万6,000円を

減額し、6,263万9,000円。 

 ２項小学校費、１目学校管理費145万9,000円を減額し、9,851万1,000円、11節需用費の

燃料費につきましては単価アップによる追加でございます。 

 ２目教育振興費183万円を減額し、1,671万1,000円、８節報償費につきましては説明資料

42ページに記載のとおりでございます。 

 ３目特別支援教育振興費１万9,000円を減額し、547万6,000円。 

 ４目簡易水泳プール管理費25万5,000円を減額し、119万8,000円。 

 ５目学校保健費26万2,000円を減額し、255万6,000円。 

 ３項中学校費、１目学校管理費129万7,000円を減額し、5,784万3,000円、11節需用費に

つきましては燃料費の単価アップによる追加でございます。 
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 ２目教育振興費253万7,000円を減額し、1,347万7,000円。 

 ４目スクールバス管理費601万7,000円を減額し、１億886万4,000円。 

 40ページごらん願います。４項幼稚園費、１目幼稚園運営費50万6,000円を減額し、

5,920万2,000円。 

 ５項社会教育費、１目社会教育総務費８万4,000円を減額し、4,100万5,000円。 

 ２目公民館運営費1,494万5,000円を追加し、5,112万6,000円、内容につきましては単価

アップによる燃料費の追加、上浦幌児童クラブなどの利用数増加による光熱水費の追加、

また説明資料42ページに記載してございますが、中央公民館トイレ改修工事費を追加する

ものでございます。 

 ４目高齢者学級開設費15万1,000円を減額し、38万9,000円。 

 ５目青少年教育費42万円を減額し、246万円。 

 ６目家庭教育学級開設費６万2,000円を減額し、12万8,000円。 

 ７目図書館管理費11万円を減額し、3,764万7,000円。 

 ６項保健体育費、１目社会体育総務費35万9,000円を追加し、1,560万7,000円、19節負担

金、補助及び交付金につきましては説明資料43ページに記載のとおりでございます。 

 ２目社会体育施設費98万9,000円を減額し、9,252万円。 

 42ページごらん願います。３目給食センター管理費119万2,000円を減額し、7,641万

7,000円。 

 ４目給食センター改築事業費844万9,000円を減額し、８億1,936万6,000円。 

 12款１項公債費、２目利子100万円を減額し、6,321万2,000円。 

 以上で説明を終わりましたので、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。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 説明資料の42ページに公民館のトイレの改修工事について記載されておりま

す。それで、工事予定、実際にする工事予定はいつからいつまでという計画でするのか、

ちょっと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。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 ただいまのご質問の件でございますが、繰越明許ということで３月の入

札で、工事自体は４月から８月までには終える予定で考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 新年度に入って４月から、８月には大きな行事があるということで、みのり

祭り……ではないですね。９月ですものね。敬老会も９月ですね。８月、何か大きな行事

ありましたでしょうか。 

〇田村議長 教育次長。 
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〇鈴木教育次長 ８月につきましては、浦幌神社の夏季みこし、みこし祭りの関連事業が

ございますので、それまでには終わる予定で考えております。 

 以上であります。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 予算書の35ページ、説明資料の42ページの説明資料でお伺いしたいと思いま

す。 

 道路維持事業費の中で、このことについては下頃辺川の沿線舗装工事、これは河川管理

者との協議はしていると思いますけれども、舗装区間が確定するまでということなので、

十分協議はされていると思いますけれども、おおむねどのぐらいか。協議しているのです

から、いつになるかわからないということもあるのでしょうけれども、おおむね何年度ぐ

らいということでもわかれば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 ただいまのご質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 29年度当初予算計上時におきましても河川管理者の事務担当者とは協議をさせていただ

いて、当初予算に計上させていただいたという経過がございます。その後本格的な協議に

入った段階で、十勝太周辺ですとか、朝日周辺ですとか、国の河川管理の中で堤防強化と

いうことで、築堤の上面部の舗装工事を順次進めているところでございます。その一環と

して、下頃辺川の最上流部にこの場所が位置するわけなのですけれども、その部分も一部

舗装するということが協議をする中で明確な事柄として発生してまいりました。開発側と

いたしましては、築堤構造区間、築堤として開発が管理している区間というものが残念な

がらちょっと今曖昧な状況でございまして、その辺を池田管理の事業所部隊と本所の管理

のほうで今協議を重ねていただいているところでございます。それが判明しましたならば

こちらのほうにご連絡をいただけるということになってございまして、その後協議を進め

てまいりたいというふうに思っております。協議が調いましたならば、また改めてこの件

についてご提案をさせていただければというふうに今のところは考えているところでござ

いますので、明確な時期については今ここでお答えすることができませんので、どうぞご

理解をお願いいたします。 

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 それでは、一般会計補正予算全体を通じて質疑を許します。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 
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 これより議案第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） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時２４分  休憩 

午後 ２時４０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２３ 議案第１３号 

〇田村議長 日程第23、議案第13号 平成29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 それでは、議案書の44ページをごらん願います。あわせまして議案説明

資料44ページをごらん願います。議案第13号 平成29年度浦幌町町有林野特別会計補正予

算。 

 平成29年度浦幌町の町有林野特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ167万5,000円を減額し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ１億2,842万4,000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30年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては説明を省略さ

せていただきます。 

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

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、
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間伐素材売払収入の確定に伴う追加、また事業費等の確定に伴う減額でございます。 

 次のページをごらん願います。２、歳入、２款財産収入、２項財産売払収入、２目素材

売払収入1,932万4,000円を追加し、3,321万円。 

 ３款繰入金、２項１目基金繰入金2,099万9,000円を減額し、495万8,000円でございます。 

 次のページをごらん願います。３、歳出、１款１項１目財産管理費53万円を減額し、

1,934万1,000円。 

 ２款１項財産造成費、１目造林費114万5,000円を減額し、１億136万6,000円でございま

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。 

 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 間伐材の追加なのですけれども、単価が何か大分上がったのかどうか、その

辺お聞きしたいと思うのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、ただいまのご質問にお答えします。 

 単価も上がったということもございますけれども、今回の間伐材につきましては26年度

の雪害と一昨年の台風被害ということの間伐でありまして、伐採木については低質木とい

うことで想定しまして、価格を安く設定しておりました。それに加えまして被害木という

ことで、最小限の数量しか出てこないという計画を立てて予算を立てたところでございま

す。実際の間伐作業により伐採した結果につきましては、欠陥品となる木材がほとんどあ

りませんで、工場への納品が可能であったこと、それからパルプ材ですとか木質バイオマ

ス原料の不足や製材、合板材への不足感もありまして、単価も若干上がったということで

このような結果になりました。 

 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 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第13号を採決いたします。 

 ２番の澤口議員、腰を痛めて大変起立するのに苦しんでいるようですので、澤口議員に

ついては挙手でしていただきたいというふうに思います。 

 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。 
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（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２４ 議案第１４号 

〇田村議長 日程第24、議案第14号 平成29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。 

〇山本町民課長 議案書49ページをお開き願います。あわせまして説明資料は45ページか

ら50ページをごらん願います。議案第14号 平成29年度浦幌町国民健康保険事業特別会計

補正予算。 

 平成29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に歳入歳出それぞれ109万5,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ９億3,358万8,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成30年３月５日提出、浦幌町長。 

 次の50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52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省略をさせていただきます。 

 54ページをお開き願います。今回の補正につきましては、保険税の追加と保険給付費の

事業実績見込みにより、補助金、交付金など額の確定による増減の内容となってございま

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1,965万円を追加

し、２億1,375万円。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税27万円を減額し、103万3,000円。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金335万7,000円を減額し、１

億2,486万円。 

 ２目高額医療費共同事業負担金253万2,000円を減額し、684万5,000円。 

 ２項国庫補助金、１目財政調整交付金311万9,000円を減額し、723万1,000円。 

 ２目国民健康保険制度関係業務準備事業補助金24万1,000円を追加し、218万5,000円。 

 ３款１項１目療養給付費等交付金210万1,000円を減額し、504万円。 

 ４款１項１目前期高齢者交付金67万6,000円を追加し、１億7,043万9,000円。 

 ５款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費共同事業負担金253万2,000円を減額し、
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684万5,000円。 

 56ページをお開き願います。２項道補助金、１目財政調整交付金1,404万7,000円を追加

し、5,127万6,000円。 

 ７款１項共同事業交付金、１目高額医療費共同事業交付金646万1,000円を追加し、

2,930万1,000円。 

 ２目保険財政共同安定化事業交付金2,794万6,000円を減額し、１億6,793万円。 

 ８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金162万9,000円を追加し、6,748万

8,000円。 

 10款諸収入、３項雑入、３目一般被保険者返納金13万2,000円を追加し、13万3,000円。 

 ５目雑入11万6,000円を追加し、11万7,000円。 

 57ページでございます。歳出でございます。歳出の補正の主なものにつきましては、事

業実績など額の確定に伴う増減及び執行残により減額する内容のものでございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費1,540万3,000円を追加し、8,834万

4,000円。 

 ２目連合会負担金5,000円を減額し、44万7,000円。 

 ２項徴税費、１目賦課徴収費11万4,000円を減額し、198万3,000円。 

 次のページをお開き願います。３項１目運営協議会費10万円を減額し、10万2,000円。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費292万円を追加し、４億

852万円。 

 ２目退職被保険者等療養給付費217万1,000円を減額し、432万9,000円。 

 ３目一般被保険者療養費26万8,000円を減額し、213万2,000円。 

 ４目退職被保険者等療養費３万円を減額し、３万円。 

 ５目審査支払手数料７万2,000円を減額し、118万円。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費236万6,000円を追加し、5,276万6,000円。 

 ３目一般被保険者高額介護合算療養費８万2,000円を減額し、１万8,000円。 

 ４目退職被保険者等高額介護合算療養費５万円を減額し、ゼロ円。 

 ５項葬祭諸費、１目葬祭給付費６万円を減額し、９万円。 

 ３款１項１目後期高齢者支援金27万円を減額し、8,825万7,000円。 

 ４款１項１目前期高齢者納付金3,000円を追加し、32万9,000円。 

 次のページをお開き願います。５款１項老人保健拠出金、１目老人保健事務費拠出金

7,000円を減額し、3,000円。 

 ６款１項１目介護納付金39万7,000円を減額し、3,943万2,000円。 

 ７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業拠出金937万7,000円を減額し、

2,813万2,000円。 

 ３目保険財政共同安定化事業拠出金932万5,000円を減額し、１億8,655万1,000円。 

 ８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費56万円を減額し、499万7,000円。 
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 ２項保健事業費、１目保健衛生普及費329万1,000円を追加し、596万2,000円。 

 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２５ 議案第１５号 

〇田村議長 日程第25、議案第15号 平成29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。 

〇山本町民課長 議案書は62ページをお開き願います。あわせまして説明資料は51ページ

をごらん願います。議案第15号 平成29年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算。 

 平成29年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計補正予算（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に歳入歳出それぞれ240万3,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ8,766万4,000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30年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表の歳入歳出予算補正並びに64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省略をさせていただきます。 

 65ページをごらん願います。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

正する内容のものでございます。 

 ２、歳入、１款１項１目後期高齢者医療保険料359万4,000円を追加し、4,990万3,000円。 

 ２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金119万1,000円を減額し、3,730万

2,000円。 
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 66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

５万9,000円を減額し、1,093万円。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金246万2,000円を追加し、7,550万4,000円。 

 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２６ 議案第１６号 

〇田村議長 日程第26、議案第16号 平成29度浦幌町介護保険特別会計補正予算を議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 議案書は67ページ、説明資料は52ページからごらん願います。議案第16号 

平成29年度浦幌町介護保険特別会計補正予算。 

 平成29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3,634万5,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ６億6,093万1,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為） 

 第２条 債務負担行為の追加は「第２表 債務負担行為補正」による。 

 平成30年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては説明を省略さ

せていただきます。 

 70ページをお開き願います。第２表、債務負担行為補正。追加でございます。事項、地

域包括支援センターシステム機器借り上げ料、期間、平成30年度から平成34年度、限度額
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245万4,000円でございます。 

 次のページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括につきましては説明を省略させ

ていただきます。 

 72ページをお開き願います。今回の補正につきましては、説明資料52ページに記載のと

おり保険料の増額と保険給付費など事業の実績見込みによる国庫支出金などの減額補正の

内容となってございます。 

 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299万1,000円を追加し、

１億2,040万4,000円。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金714万7,000円を減額し、9,661万

6,000円。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金321万2,000円を減額し、4,585万7,000円。 

 ２目地域支援事業交付金78万4,000円を減額し、1,256万4,000円。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金506万7,000円を減額し、8,482万

7,000円。 

 ３項道補助金、１目地域支援事業交付金48万2,000円を減額し、671万3,000円。 

 ４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金1,052万2,000円を減額し、１億5,632万

円。 

 ２目地域支援事業交付金102万3,000円を減額し、481万9,000円。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金1,109万9,000円を減額し、１億840万

8,000円。 

 74ページでございます。３、歳出、歳出の補正につきましても説明資料52ページ、53ペ

ージに記載のとおり、保険給付費など事業の実績見込みによる補正の内容となってござい

ます。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費３万9,000円を減額し、1,555万5,000円。 

 ３項１目介護認定審査会費63万3,000円を減額し、492万4,000円。 

 ２目認定調査費28万9,000円を減額し、169万2,000円。 

 ４項１目介護保険運営協議会費４万6,000円を減額し、２万1,000円。 

 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1,278万円を

減額し、１億5,522万円。 

 ２目居宅介護サービス等計画給付費270万7,000円を減額し、1,769万3,000円。 

 ３目地域密着型介護サービス等給付費176万2,000円を追加し、１億1,096万2,000円。 

 ４目施設介護サービス等給付費2,020万7,000円を減額し、２億1,979万3,000円。 

 ６目住宅改修費５万2,000円を追加し、245万2,000円。 

 ７目審査支払手数料10万2,000円を減額し、37万1,000円。 

 ２項１目高額介護サービス等費71万9,000円を減額し、1,305万1,000円。 

 次のページをお開き願います。３項１目高額医療合算介護サービス等費75万3,000円を減
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額し、174万7,000円。 

 ４項１目特定入所者介護サービス等費212万4,000円を減額し、3,627万6,000円。 

 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471万7,000円を減額し、880万9,000円。 

 ２目一般介護予防事業費105万1,000円を減額し、832万9,000円。 

 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15万6,000円を減額し、

1,744万円。 

 ３目認知症総合支援事業費17万7,000円を減額し、561万4,000円。 

 ３項任意事業費、２目家族介護支援事業費195万7,000円を減額し、207万円。 

 ３目その他任意事業費62万7,000円を減額し、３万円。 

 次のページをお開き願います。５款１項基金積立金、１目介護給付費準備基金等積立金

1,092万5,000円を増額し、1,170万7,000円、積立金の内容でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 75ページの保険給付費の中の１目居宅介護サービス等給付費1,200万円の減、

それと４目施設介護サービス等給付費2,000万円の減になっております。これは、サービス

を受ける方が減ったという解釈でよろしいでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 ただいまの質問でございますが、おっしゃるとおりでございまして、介

護サービス等を受けている方々の減少ということでございます。 

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 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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２７ 議案第１７号 

〇田村議長 日程第27、議案第17号 平成29年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算
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を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 79ページをごらん願います。あわせまして説明資料54ページをごら

ん願います。議案第17号 平成29年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算。 

 平成29年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計補正予算（第５回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,067万6,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ２億7,651万1,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （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30年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページ、80ページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては説

明を省略させていただきます。 

 次のページ、第２表、地方債補正。変更の内容でございます。起債の目的、過疎対策事

業、浦幌町立診療所医療機器更新事業につきましては限度額を250万円に変更するものでご

ざいます。補正前と比較いたしまして20万円の減額となります。 

 次のページ、82ページをごらん願います。歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括に

つきまして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、歳入につきましては診療報酬収入の確定見

込みによります増減補正の内容でございます。歳出につきましては、運営実績に伴う経常

経費の増減補正の内容でございます。 

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

計繰入金2,373万7,000円を減額し、7,409万9,000円。 

 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入1,326万1,000円を追加し、１億8,641万9,000円。 

 いずれも確定見込みによる増減補正でございます。 

 ４款１項町債、１目浦幌町立診療所医療機器更新事業債20万円を減額し、250万円、事業

費確定に伴います減額補正でございます。 

 次の84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３万

円を追加し、5,090万1,000円。 

 ２目医業費1,070万6,000円を減額し、２億2,137万4,000円。 

 いずれも運営実績に伴う増減補正の内容でございます。なお、18節備品購入費は指定寄

附に伴うもので、説明資料に記載のとおりでございます。 
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 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 １点だけ気になったことがありまして、資料は一番最後のほうの14節の医療

器借り上げ料、呼吸器の借り上げ料だそうなのですけれども、これは何かかわるものが別

にあったのか、それともいきなり借り上げ料が要らなくなったのか、ちょっとお聞きした

いなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 酸素呼吸装置賃借料といいますのは、患者さんがよく酸素ボンベを

引っ張って歩いているのを見ると思うのですけれども、あれを診療の結果必要だというこ

とになればそれを貸し付けている形になっています。そして、それにつきましては当診療

所では持ち物がありませんので、会社から借りまして、それを患者さんに貸しているとい

うような形で、当初見込みとしては前年度実績を見ながら相当の金額を予算措置しており

ますけれども、年間通して実績がなければ今回のように減額措置をさせていただいている

というところでございます。 

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 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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２８ 議案第１８号 

〇田村議長 日程第28、議案第18号 平成29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 それでは、議案書の85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56ページをごらん願います。議案第18号 平成29年度浦幌町公共下水道特

別会計補正予算。 
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 平成29年度浦幌町の公共下水道特別会計補正予算（第５回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,692万1,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ２億8,082万2,000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。 

 （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30年３月５日提出、浦幌町長。 

 86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。 

 87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。こちらにつきま

しては、変更後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2,390万

円、公共下水道事業2,390万円、計2,390万円、補正前に比べ730万円の減額でございます。

起債の方法、利率、償還の方法につきましては補正前と同じでございます。 

 88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、下水道使用料の減額と公共下水道改築事業等の額の確

定による減額補正をするものでございます。 

 89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目公共

下水道費分担金８万円を追加し、10万円、受益者分担金前納に伴う追加でございます。 

 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300万円を減額し、6,130万

4,000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1,317万円を減額し、2,223万

円、浦幌終末処理場最終沈殿池ほか設備更新等事業費確定に伴う社会資本整備総合交付金

の更正減でございます。 

 ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金353万1,000円を減額し、１億6,661万

7,000円、一般会計からの繰入金の更正減でございます。 

 ８款１項町債、１目公共下水道事業債730万円を減額し、2,390万円、公共下水道事業債

の確定による更正減でございます。 

 90ページをお開き願います。３、歳出、１款総務費、２項施設管理費、１目管渠管理費

54万円を減額し、615万4,000円、下水道管渠高圧洗浄委託料の更正減でございます。 

 ２款事業費、１項１目下水道建設費2,638万1,000円を減額し、6,568万8,000円、共済費

の追加並びに賃金、調査設計委託料及び最終沈殿池ほか設備更新工事等事業費確定に伴う

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。 
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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２９ 議案第１９号 

〇田村議長 日程第29、議案第19号 平成29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 それでは、議案書の91ページ、説明資料は57ページをごらん願います。

議案第19号 平成29年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算。 

 平成29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907万8,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ4,618万6,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （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30年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては説明を省略さ

せていただきます。 

 93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。起債の目的、下

水道事業、限度額630万円、個別排水処理施設整備事業、限度額630万円、計630万円でござ

います。補正前に比べまして830万円の減額でございます。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。 

 94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
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省略を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。 

 95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20万円を追加し、42万円、受益者分担金前納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97万8,000円を減額し、2,538万

5,000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830万円を減額し、630万円、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。 

 96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、２目普及推進費

50万円を減額し、152万1,000円、水洗便所改造等補助金の確定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79万7,000円を減額し、1,923万5,000円、

旅費及び浄化槽清掃保守業務確定に伴う更正減でございます。 

 ２款事業費、１項１目個別排水処理施設建設費778万1,000円を減額し、821万9,000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。なお、平成29年度につきましては、

５基の設置を行っております。 

 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３０ 議案第２０号 

〇田村議長 日程第30、議案第20号 平成29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 議案書の97ページをごらん願います。あわせまして説明資料58ページを

ごらん願います。議案第20号 平成29年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算。 
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 平成29年度浦幌町の簡易水道特別会計補正予算（第７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854万2,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ３億9,064万9,000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。 

 （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30年３月５日提出、浦幌町長。 

 98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。 

 99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。限度額につきま

しては、変更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7,900万

円、計7,900万円でございます。補正前に比べ580万円の増額となっており、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。 

 100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、統合簡易水道事業などの確定による減額

補正と簡易水道事業債、消費税確定申告に伴う還付金の追加補正をするものでございます。 

 101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289万5,000円を減額し、1,030万5,000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440万3,000円を減額し、１億4,920万

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16万円を追加し、26万円、給水工事設計審査件数の増

に伴う追加でございます。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金824万円を減額し、１億3,604万

5,000円、一般会計からの繰入金の更正減でございます。 

 ５款諸収入、２項１目雑入103万6,000円を追加し、103万8,000円、仮払消費税還付金の

追加でございます。 

 ６款１項町債、１目簡易水道事業債580万円を追加し、7,900万円、簡易水道事業債の確

定に伴う追加でございます。 

 102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

７万9,000円を減額し、2,868万1,000円、共済費の追加と報酬、旅費の更正減でございます。 

 ２目施設管理費239万7,000円を減額し、7,960万2,000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、浄水場施設周辺の環境整備委託料及び浦幌浄水
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場ほか施設改修工事等事業費確定による工事請負費の執行残でございます。 

 ２款１項事業費、１目給水事業費606万6,000円を減額し、9,770万5,000円、道路整備工

事に伴う水道管移設、量水器取りかえ、簡易水道統合事業などの事業費確定による工事請

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。 

 

    ◎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。 

 ここでお諮りをいたします。あすから３月８日までの３日間は議事の都合により休会と

し、３月９日は多くの町民の皆さんに本会議を傍聴していただきたく、ナイター議会とし

て特別に会議時間を変更し、午後６時から本会議を開きたいと思いますが、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８日までの３日間は議事の都合により休会とし、３月９日は午後

６時から本会議を開くことに決定をいたしました。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 ３時３０分 


