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平成２３年第１回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

平成２３年３月７日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 ４時１０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 町議会議員定数等調査特別委員長報告 

 日程第 ６ 各常任委員長報告 

 日程第 ７ 行政報告（町長、教育委員長） 

 日程第 ８ 議案第１０号 議会の議決すべき事件に関する条例の制定について 

 日程第 ９ 議案第１１号 浦幌町情報公開条例の一部改正について 

 日程第１０ 議案第１２号 浦幌町教育の日制定委員会条例の廃止について 

 日程第１１ 議案第１３号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

 日程第１２ 議案第１４号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につい 

              て 

 日程第１３ 議案第１５号 平成２２年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第１４ 議案第１６号 平成２２年度浦幌町町有林野特別会計補正予算 

 日程第１５ 議案第１７号 平成２２年度浦幌町模範牧場特別会計補正予算 

 日程第１６ 議案第１８号 平成２２年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算 

 日程第１７ 議案第１９号 平成２２年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 日程第１８ 議案第２０号 平成２２年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第１９ 議案第２１号 平成２２年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算 

 日程第２０ 議案第２２号 平成２２年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算 

 日程第２１ 議案第２３号 平成２２年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算 

 日程第２２ 議案第２４号 平成２２年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 

〇出席議員（１２名） 

    １番  中  尾  光  昭     ２番  二  瓶     隆 

    ３番  福  原  仁  子     ４番  森     秀  幸 

    ６番  差  間  勝  男          ７番  河  内  富  喜 

    ８番  野  村  俊  博          ９番  阿  部     優 



 － 2 － 

   １０番  髙  橋  利  一    １１番  岸  田  武  雄 

１２番  岡  田  愛  啓    １３番  田  村  寛  邦 

 

〇欠席議員（１名） 

    ５番  杉  江     博 

 

〇出席説明員 

    特 別 職 

     町    長   水  澤  一  廣 

     副  町  長   門  馬  孝  敬 

 

    町 部 局 

     総 務 課 長   上  村  健  二 
 
          まちづくり 

鈴  木  宏  昌 
          政 策 課 長  

          町 民 課 長      大  山  則  幸 

     保健福祉課長   広  瀬  明  教 

          産 業 課 長      前  田  治  紀 

     施 設 課 長   賀  下  利  幸 

     上浦幌支所長   小 路 谷  守  昌 

     会計管理者   永  澤  厚  志 

          診療所事務長      菅  原     敏 

 

    教育委員会 

     教育委員長   岡  崎  浩  明 

          教  育  長      久  門  好  行 

     教 育 次 長   亀  山     昇 

 

    農業委員会 

          事 務 局 長      新  川  寿  雄 

 

    監 査 委 員 

     代表監査委員   石  丸  晴  朗 

 

    浦幌消防署 

     署    長   横  田  孝  志 
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〇出席議会事務局職員 

     局    長   泉        初 

     議 事 係 長   中  田     進 



 － 4 － 

開会 午前１０時００分 

    ◎開会の宣告 

〇田村議長 本日、５番、杉江博議員は病気治療のため欠席する旨通告を受けております。 

 ただいまの出席議員は12名です。 

 定足数に達しておりますので、本日をもって招集されました平成23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。 

 野村副委員長。 

〇野村議会運営副委員長 議会運営委員会報告をいたします。 

 本日、議会運営委員会杉江委員長が病気中のため欠席されておりますので、副委員長で

あります私のほうから議会運営委員会報告をいたします。 

 平成23年第１回浦幌町議会定例会の運営について２月の28日午前、議会運営委員会を開

催いたしましたので、報告いたします。 

 委員会には正副議長の出席をいただき、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。本定例会には一般議案５件、

平成22年度補正予算10件、同意案件１件、平成23年度予算、一般会計、特別会計合わせて

９件、議長提出は所管事務調査等であります。以上の内容を踏まえて、会期は本日３月７

日から16日までの10日間でお願いをいたします。一般質問につきましては３月11日を予定

しましたので、３月８日午後３時まで通告をお願いいたします。本日は諸般の報告、町議

会議員定数等調査特別委員会委員長報告、各常任委員長報告、行政報告に続き、一般議案

第10号から第14号までの５件、平成22年度補正予算、議案第15号から24号までの10件の審

議を予定しておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 次に、議事録署名議員につきましては、順番に指名されますよう議長に申し出ておりま

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。議員各位のご賛同を賜ります

ようお願い申し上げまして、報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 会議録署名議員の指名 
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〇田村議長 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期会議録の署名議員は、会議規則第118条の規定により、10番、髙橋利一議員、11番、

岸田武雄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16日までの10日間にしたいと思

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、会期は本日から３月16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。 

〇泉議会事務局長 報告をいたします。 

 今期議会の説明員につきましては、平成23年２月21日付で町長並びに教育委員長、農業

委員会会長、監査委員に出席の要求をいたしております。 

 次に、平成23年２月１日から平成23年３月６日までの議長等の動静、議員の派遣結果報

告並びに地方自治法第235条の２第３項の規定による平成22年11月分から平成23年１月分

の現金出納検査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。 

 以上でございます。 

〇田村議長 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第５ 町議会議員定数等調査特別委員長報告 

〇田村議長 日程第５、町議会議員定数等調査特別委員会委員長報告を許します。 

 岡田委員長。 

〇岡田町議会議員定数等調査特別委員長 町議会定数等調査特別委員会報告書。 

 平成22年９月16日に本委員会に付託された事件を研究、調査した結果、会議規則第77条

の規定により報告いたします。 

 １、委員会の開催日、平成22年９月16日から平成23年２月１日までの７日間にわたり委

員会が開催されました。 

 調査事件、町議会議員定数等に関する研究、調査。 

 調査の経過、平成22年９月16日、議員定数削減等の陳情や定数削減を求める町民の声が

一部にあることを踏まえ、議員定数に限らず議会活動全般についていま一度議員全員で議

論する必要性から、議員発議により設置されました。委員会は、議長を除く12名の委員で
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構成され、計７回にわたり開催をいたしました。短い期間の議論ではありましたが、議員

相互の忌憚のない考えが伺えたことは今後の議会にとって貴重な時間であったと感じてお

ります。今回提起されましたさまざまな問題は、あくまでも先送りしたものではなく、今

後において十分に時間をかけたさまざまな角度からの議論を経て町民が求める議会、議員

像を構築するものと考えております。 

 調査した項目については議員定数、常任委員会、議員報酬、議会広報のあり方、その他

議会運営に関する事項でありますが、経過については次の内容であります。 

 議員定数、議会議員の役割を十分に果たすことが今町民が一番求めているものである。

より多くの議員が十分な時間と議論をしながら定めるべきであり、今の段階では現状維持

を示す考えが大半を占めました。議論の内容につきましては、後ほどごらんおきをいただ

きたいと思います。 

 ２番目、常任委員会につきましては、現状の２常任委員会とし、任期４年の１委員会６

人体制を維持する考えが大勢を占めました。 

 ３番、議員報酬につきましては、現行の議員報酬は議員みずから議長は30％、委員長及

び議員は25％削減し、管内で最低の報酬であり、実情を踏まえ、現状を維持する考えが大

勢を占めました。 

 ４、議会広報のあり方について、住民と議論の距離を縮める上で広く議会活動を周知し、

町民の考えを酌み取る広報活動が今後重要であることを全員一致で確認し、議会運営委員

会の所管事項として新たに議会広聴に関することをつけ加えました。また、広報編集につ

きましては、従来どおり特別委員会を設置しながら議員全員が２年交代で担当することと

いたしました。 

 ５番目、その他議会運営に関する事項、記載のとおり以上８項目が提案され、今後議会

運営委員会においても十分協議することが確認されました。 

 総評といたしまして、国の地方分権推進とともに地域主権改革が叫ばれる中において、

地方議会の果たす役割はますます重要性を増しているところであります。今住民を代表す

る意思決定機関として議会のあり方が各地で問われている現状にあり、議会自身が住民が

求める議会、議員像を模索しながら、どうあるべきかを厳しく見詰めなければならないと

きであると思うところです。一番大切なことは、いかに住民との接点を持ち、距離感を縮

め、民意を酌み取る努力をおしまないことであると考えます。住民と向かい合いながら、

議論、意思決定経過を積極的に公開し、住民に参加してもらえる体制づくりが必要であり

ます。住民の信頼を得るため、議会みずから積極的に行動を起こす積み重ねこそが必要で

あり、議会のあり方について今後十分に時間をかけて納得のいくまで議論を重ねながら、

民意を反映した希望の持てるまちづくりのため、議員全員が一致して任に当たらなければ

ならないと痛感するところであります。 

 以上、町議会議員定数等調査特別委員会報告といたします。 

〇田村議長 本委員会は議長を除く全員で構成されておりますので、質疑を省略し、これ
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をもって報告済みといたします。 

 

    ◎日程第６ 各常任委員長報告 

〇田村議長 日程第６、各常任委員長報告を許します。 

 最初に、総務文教厚生常任委員長、阿部委員長。 

〇阿部総務文教厚生常任委員長 委員会調査報告をいたします。 

 総務文教厚生常任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。 

 調査事件、新たな教育施設（浦幌中学校）の検証について。 

 調査実施日、平成23年２月８日、現地調査をいたしました。平成23年２月９日にそれに

対する聞き取り調査を行いました。 

 調査の経過と結果、耐震不足から危険な教育施設と認定された浦幌中学校の校舎並びに

屋内運動場が完成し、２日間にわたり現地及び聞き取り調査により検証を行ったところで

す。この施設の改築に当たっては、議会としても特別委員会を設置しながら、一刻も早く

生徒たちに安全で安心な施設の提供を望んでいたものであります。関係者各位の努力によ

り、屋内運動場改築の１年前倒しも含めて当初計画より早く完成し、生徒の皆さんに新し

い環境が提供できました。建築については総額で11億710万となり、一般会計債、学校教育

施設等整備事業債、地域活性化・公共投資臨時交付金も含め、町の財政負担が少なくなる

よう進められました。また、校舎及び屋内運動場は近代的な建物であると同時に太陽光発

電や木質バイオマスエネルギーの利用、多くの地場産木質資材が室内外に使用された環境

教育にも配慮が行き届き、太陽の光が十分に入る温かみのある学習環境が整った教育施設

となりました。耐震強度につきましては、現在の建築基準法に照らした震度６強まで耐え

得る建物であることも確認し、安心をしたところです。旧施設解体後の跡地の利用につき

ましては、一部に通学路としての整備や芝を張る考えが示されておりますが、今後の教育

環境に配慮した周辺整備を望むものであります。なお、生徒の皆さんが新しい環境の中で

生き生きと学校生活を過ごされることを期待いたします。 

 以上、総務文教厚生常任委員会の所管事務調査に係る委員長報告といたします。 

〇田村議長 次に、産業建設常任委員長、差間委員長。 

〇差間産業建設常任委員長 産業建設常任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します。 

 この調査事件の中身といいますのは、既に皆様のお手元に行っているとおり、釧路産炭

地域新産業創造等事業で整備された施設の実態であります。この実態は２件ございまして、

１点目は農産物雪氷貯蔵庫整備事業であります。これは、雪を使って食料、芋を中心とし

て貯蔵して、冷蔵して、そして一般に販売するという、これは道内では珍しいですが、道

外では結構有意義な方法で、非常に芋がおいしいと、そういうことで私ども産建委員会も

注目をしたわけでございます。浦幌町農業協同組合に対しての浦幌町の助成事業として、
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事業費は１億2,200万、助成金は３分の２以内、8,130万円となっております。工事期間と

しては、平成21年４月１日から平成22年１月25日の期間で行われたものであります。施設

概要として、鉄筋づくり平家で床面積が499.8平方メートルあり、馬鈴薯コンテナが248基、

約322トン貯蔵できるようになっております。また、雪氷コンテナが210基、約210トン、豆

類パレットが12台、28.8トン入るものが配備されておりました。施設中央に貯蔵庫、両端

に雪氷庫と一部豆の貯蔵庫となっており、天井からの送風により温度が保たれております。

６年前から夏場に雪で馬鈴薯を予冷する試験も実施し、この間食品加工センターとも連携

して馬鈴薯のうまみや鮮度を科学的に分析し、地元の市場を通じて販売され、それぞれ一

定の評価を受けております。平成22年度事業予定として馬鈴薯300トン、豆類６トンに対し

て、実績では馬鈴薯403トン、豆類12トンと当初の予定を上回る結果となっております。ま

た、この事業に係る雇用として、新たな作業のための人材確保として10名が新規採用され

ております。経済効果として、自然エネルギーを利用した長期的な貯蔵であることから、

電気を使用して冷蔵する施設と比較すると月約20万円の支出削減が見込まれ、地元食品加

工者へ通年的に安定した馬鈴薯の供給ができております。また、馬鈴薯10キロ段ボールの

単価が一般で917円、雪室に入れて、初めて私もこの字を経験したわけですが、端境期、こ

れが芋の一番おいしい状態のことを言うそうでございます。1,191円で販売することがで

き、生産者への還元にもなっております。この事業を行うことにより、馬鈴薯の安定した

長期冷蔵による端境期での有利販売、食味の向上などによる付加価値や自然エネルギーへ

の関心を高め、雪室農産物のおいしさを知ってもらうため、安定したロットの確保を目指

し、将来的にも豆やさまざまな野菜の貯蔵も視野に入れ、品質の向上や鮮度の保持などを

目的に雪室での貯蔵方法のさらなる可能性に期待するものであります。 

 次、２点目、木質ペレット製造施設整備事業であります。これは、株式会社エムケイに

対しての助成事業費として、総事業費は１億1,093万円で、助成対象事業費が9,796万円、

助成金は３分の２以内で6,530万円となっております。施設概要として、木質ペレットプラ

ント、木質ペレット工場、車庫、製造保管庫、電気工事、車両購入、車両１台、フォーク

リフト、これも助成対象となっております。実績として、平成21年度はペレット３トン、

ペレット及びまきストーブ２台、平成22年度はペレット82トン、ペレット及びまきストー

ブ８台、断熱材２トンと計画を下回っている状態であった。また、この事業にかかわる雇

用として、ペレット製造、林地残材集荷、製造管理で５名の人が採用されております。町

としてペレットストーブの購入にかかわる補助として限度額15万円の助成をしております

が、やはりペレットストーブの普及とペレットの販路の拡大が今後さらに必要であります。

木材価格の低迷や採算性の低下により林業を取り巻く情勢は非常に厳しさを増しており、

この影響から森林の間伐が停滞し、林地残材が放置されている状態にあることから、地球

環境の保全を求める機運も高まり、間伐材や林地残材を有効に利用するため、木質ペレッ

トの特徴を生かし、製造販売に取り組み、当面は十勝東部、南部、さらに釧路地区など道

東の流通拠点として事業の展開に期待するものであります。 
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 以上、産業建設常任委員会所管事務調査報告といたします。 

〇田村議長 これで各常任委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第７ 行政報告 

〇田村議長 日程第７、行政報告を許します。 

 町長。 

〇水澤町長 行政報告をさせていただきます。 

 平成23年２月１日から平成23年３月６日までの町長等の動向につきましては、お手元に

配付のとおりでありますので、ごらんおきを願いたいと思います。 

 ２の建設工事入札結果につきましては、北海道知事・北海道議会議員選挙ポスター掲示

板設置工事１件であります。 

 ３の物品購入入札結果につきましては、図書館視聴覚室プロジェクター購入ほか１件で

あります。 

 ４のその他について。平成22年国勢調査の速報について報告をいたします。既に新聞報

道がなされたところでありますが、総務省統計局は２月25日に昨年10月１日に実施した国

勢調査の速報値について公表いたしました。平成22年国勢調査は、日本の人口が少子高齢

化の進展により人口減少社会を迎えて最初の国勢調査となり、調査方法も個人情報保護意

識の高まりから封入による提出で、調査員による直接回収のほか郵送提出も可能とする方

法で実施されました。公表された速報値と前回の平成17年国勢調査結果とを比較すると、

日本の総人口は１億2,805万6,026人で、28万8,032人、0.2％の増となり、世帯数では5,195万

1,513世帯で、238万5,208世帯、4.8％の増となっています。北海道の総人口は550万7,456人

で、平成17年調査の562万7,737人に比べ12万281人、2.1％の減で、前回の減少率よりも大

きくなっています。十勝管内の総人口は34万8,423人で、平成17年調査の35万4,146人に比

べ５年間で5,723人減少し、減少率は1.6％となっています。前回の平成17年調査から増加

したのは音更町、芽室町、中札内村、更別村の４町村で、その他の市町村はすべて減少し

ています。本町の人口は5,458人となり、平成17年調査の6,068人に比べ612人減少し、10.1％

の減で、前回の減少率11.4％より1.3％改善し、人口減少は鈍化したものの、昭和35年調査

の１万4,150人をピークに50年間減少をたどっている状況であります。 

 これらの人口減少の主な要因としましては、全国的な課題であります少子高齢化の深刻

化に伴い、出生より死亡が上回る自然動態によるもののほか、行政改革の推進などによる

国や北海道の公共機関の撤退、縮小、学校の統廃合等による教職員等の減少、さらには基

幹産業である第１次産業を初めとする担い手不足や雇用情勢の悪化が考えられます。人口

減は町の活性化に大きく影響し、町税や地方交付税の減少も懸念されるところであります。

本町では、本年４月からスタートする第３期まちづくり計画の策定に当たり、この人口減

少の流れに歯どめをかけることを大きな課題としてとらえ、自然減少と社会減少に対する

効果的な対策を総合的、横断的に進めるため、子どもを産み育てる環境の整備充実、雇用
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機会の新規創出、居住環境の整備充実という定住対策推進のための３つの重点プロジェク

トを中心に各種施策に取り組んでいくこととしています。こうした取り組みにより人口減

少に歯どめをかけ、今後10年間の間は5,000人を維持するよう取り組んでまいる所存であり

ます。町民の皆様や議会の特段のご理解とご協力をお願い申し上げるところであります。 

 なお、世帯数については、北海道全体で242万4,073世帯で、前回の平成17年調査の238万

251世帯に比べ４万3,822世帯増加し、増加率1.8％と引き続き増加しています。十勝管内の

総世帯数は14万8,110世帯で、平成17年調査の14万4,666世帯に比べ3,444世帯増加し、増加

率2.4％と北海道全体の増加率より大きくなっています。本町における世帯数は2,215世帯

となり、平成17年調査の2,379世帯に比べ164世帯の減で、減少率が6.9％となり、前回の減

少率5.8％より大きくなっています。 

 以上、平成22年国勢調査の速報についての報告といたします。 

 次に、町内で発生いたしました火災について報告をいたします。出火場所は浦幌町愛牛

78番地の５、罹災者は森松公平氏であります。覚知時刻は２月19日午前零時28分、鎮火時

刻につきましては２月19日午前２時52分となっております。出荷箇所は倉庫で、出火原因

はただいま調査中であります。焼損状況につきましては、倉庫建物及び収容物を焼損、全

焼しています。焼損面積につきましては164.7平方メートルであり、損害額については調査

中であります。消防活動状況につきましては、消防署の車両４台、人員12名が出動し、消

防団につきましては車両３台、人員11名、団本部３名、第２分団８名の内容であります。 

 以上、火災についての報告とさせていただきます。 

 以上で行政報告を終わらせていただきます。 

〇田村議長 次に、教育委員長。 

〇岡崎教育委員長 浦幌町立図書館、浦幌町立博物館の開館日の拡大について報告いたし

ます。 

 現在図書館の休館日は月曜日、火曜日、国民の祝日、年末年始、特別整理期間及び月末

整理日であります。また、博物館は月曜日、国民の祝日及び年末年始が休館日になってお

ります。図書館は平成16年４月より休館日を改正し、６年経過しましたが、近年利用者か

ら開館日を拡大してほしいとの声が多く寄せられておりました。昨年７月に行いました生

涯学習に関する住民意識調査における日ごろ利用されている方々に対するアンケート調査

においても同様の意見が寄せられております。 

 また、昨年11月３日、本町では地域総ぐるみで生きる力をはぐくもうをキャッチフレー

ズに浦幌町教育の日の制定宣言を行いました。家庭、学校、地域、関係機関が一体となっ

て知育、徳育、体育、食育を推進すべく、全戸に「うらほろの育み」を配布し、生活習慣

を是正するための早寝、早起き、朝御飯運動やあいさつ、ノーテレビデー運動など各種取

り組みをスタートさせたところであります。教育委員会としては、地域総ぐるみで各種運

動を展開し、生活習慣が見直されることにより派生した多くの時間を読書活動や郷土学習

などに当てることができるよう、教育機関としての図書館や博物館の専門性を高め、各種
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事業を展開し、より多くの子どもたちや町民の方々に気軽に利用していただけるよう環境

を整えてまいりたいと考えております。 

 その第一歩として、平成23年第２回定例教育委員会において、図書館と博物館の管理運

営等に関する教育委員会規則の一部を改正し、開館日を拡大することといたしました。初

めに、図書館でありますが、火曜日を開館日といたします。月曜日は今までどおり休館日

ですが、国民の祝日と重なった場合は開館日とし、国民の祝日の翌日、つまり火曜日を休

館日といたします。また、国民の祝日を開館日とし、国民の祝日の翌日を休館日といたし

ます。ただし、国民の祝日の翌日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に当たるときは除きま

す。これにより、土曜日、日曜日及び国民の祝日は、年末年始を除きすべて開館日とする

ことになるものであります。次に、博物館は、月曜日は今までどおり休館日ですが、国民

の祝日と重なった場合は開館し、国民の祝日の翌日を休館日といたします。国民の祝日に

ついては、図書館の開館日に合わせて開館日といたします。開館日を拡大することにより、

休日に親子の交流の場として一人でも多くの町民の皆さんにご利用いただき、生涯学習の

場として活用していただきたいと考えております。 

 以上、浦幌町立図書館及び浦幌町立博物館の開館日の拡大についての報告といたします。 

〇田村議長 これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第８ 議案第１０号 

〇田村議長 日程第８、議案第10号 議会の議決すべき事件に関する条例の制定について

を議題といたします。 

 説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 議案第10号 議会の議決すべき事件に関する条例の制定につ

いて。 

 議会の議決すべき事件に関する条例を別紙のとおり定める。 

 平成23年３月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをおめくり願います。議会の議決すべき事件に関する条例。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、地方自治法第96条第２項の規定に基づく議会の議決すべき事件に

関し、他の条例に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。 

 （議会の議決すべき事件） 

 第２条 議会の議決すべき事件は、定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又

は同協定の廃止を求める旨を通告することとする。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 本条例案の趣旨、目的等につきましては、議案説明資料に基づき説明をさせていただき

ます。説明資料１ページをごらんおき願います。議会の議決すべき事件に関する条例の制
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定につきましては、１項目め、制定の趣旨、定住自立圏の形成に当たっては、中心市と周

辺町村が各議会の議決を経て、定住自立圏形成協定を締結することになっていますが、こ

のことに関する議会の議決については地方自治法や他の法律での規定がございません。こ

のため、各関係市町村の条例において独自に議会の議決事件として指定を行う必要がある

ことから、本条例を制定するものでございます。なお、地方自治法におきましては、議会

の議決に関して同法第96条第１項において15事件にわたり事件ごとの議決を要する旨明示

されておりますが、同法同項以外の件につきましては同法第２項において条例で議会の議

決すべきものを定めることができるとなっており、このことによる本条例の提案でござい

ます。 

 参考として、国が定めております定住自立圏構想推進要綱第５及び地方自治法第96条第

２項、議決事件についてそれぞれ項目、条項を抜粋しておりますが、最初に定住自立圏構

想推進要綱につきましては、国の総務事務次官通知によりましてその要綱が通知されてご

ざいます。その中において、地方圏において安心して暮らせる地域を形成し、地方圏から

の人口流出を食いとめ、地方圏への人の流れを創出することを趣旨、目的に、中心市にあ

っては都市機能を充実させ、周辺町村を含めた圏域全体の暮らしを支え、魅力を向上させ

る役割とそれぞれの役割を明示してございます。また、周辺町村にあっては、環境、地域

コミュニティ、食料生産、歴史、文化等の役割と長寿社会における高齢者の新しい生き方

を提示する役割を示し、その推進要綱の第５では、定住自立圏形成協定に関して明示がさ

れております。この内容といたしましては、形成協定の定義と議会の議決の必要性、そし

て中心市と１の町村の具体的連携事項について生活機能の強化、結びつきやネットワーク

の強化、圏域マネジメント能力の強化と大きく３分野にかかわり、さらにそれぞれ５項目

にわたり細分化されております。これら分野ごとに中心市と連携事項の協定を行うとして

いるものでございます。この定住自立圏構想推進要綱に基づく形成協定に関しましては、

中心市である帯広市と管内町村との作業部会を設け、現在その形成協定に係る事務作業を

進めているところでございまして、協定案がまとまり次第議会にお諮りする予定となって

いるものでございます。 

 ２の条例の主な内容でございますけれども、本条例制定の趣旨につきましては地方自治

法の規定に基づく議会の議決すべき事件について定めることとする旨を第１条にうたって

おります。また、第２条では、定住自立圏形成の協定を締結すること、変更すること、廃

止を求める旨の通告することを議会の議決事件として明示をしてございます。 

 ３の施行期日でございますけれども、公布の日から施行するという内容となっておりま

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。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第９ 議案第１１号 

〇田村議長 日程第９、議案第11号 浦幌町情報公開条例の一部改正についてを議題とい

たします。 

 説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 議案第11号 浦幌町情報公開条例の一部改正について。 

 浦幌町情報公開条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 平成23年３月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんください。浦幌町情報公開条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町情報公開条例（平成13年浦幌町条例第19号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２号を次のように改める。 

 （２） 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的

記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られた記録をいう。）であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該

実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

 ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目

的として発行されるもの 

 イ 本町の図書館、博物館その他これに類する施設において、歴史的若しくは文化的な

資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの及び一般の利用に供するこ

とを目的として管理されているもの 

 第25条第２項を削る。 

 附則、この条例は、平成23年４月１日から施行する。 

 議案説明資料２ページをもって改正趣旨、改正内容について説明させていただきます。

情報公開請求等の対象となる公文書の定義について、町民に対する本町の諸活動を説明す

るに必要な十分な範囲で的確に定めるため、行政機関の保有する情報の公開に関する法律

に規定する行政文書の定義に準じたように改正するものであります。なお、浦幌町公文書

管理規則における公文書の定義についても本改正と同様の定義に改正することにより、情
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報公開条例上の公文書イコール公文書管理規則上の公文書とするものです。 

 改正の内容でございますが、第２条の定義でございます。決裁等の手続、供覧等の手続

が終了したものの項目を外し、実施機関の職員が職務上作成し、または取得したものであ

り、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとし、当該実施機関が保有しているものと

いう２つの要件が満たされるように改正する内容でございます。なお、不特定多数の者に

販売することを目的として発行されるものについては、条例のアとイのものについては定

義から除くものでございます。 

 ②の他の制度との調整でございますが、25条の２項につきましては、第２条第２号のイ

において規定したため、削除するものでございます。 

 施行日につきましては、この条例は、平成23年４月１日から施行する内容でございます。 

 現在まで決裁の手続、供覧等の手続が完了したものが情報公開の対象になっていますが、

今後、実施機関の職員が職務上作成または取得したものでございますので、決裁を受けて

いない段階であっても今回幅広くこの公開条例によりまして公開することになったという

ことでございますので、よろしくお願いします。 

 以上で議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議お願いします。 

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挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１０ 議案第１２号 

〇田村議長 日程第10、議案第12号 浦幌町教育の日制定委員会条例の廃止についてを議

題といたします。 

 説明を求めます。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 議案第12号 浦幌町教育の日制定委員会条例の廃止について。 

 浦幌町教育の日制定委員会条例を廃止する条例を別紙のとおり定める。 

 平成23年３月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町教育の日制定委員会条例を廃止する条例。 
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 浦幌町教育の日制定委員会条例（平成22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。 

 この廃止条例の制定の趣旨につきましては、浦幌町教育の日制定委員会条例に基づく浦

幌町教育の日制定委員会は昨年４月26日開催の第１回会議から５回にわたり慎重審議をい

ただき、８月９日に教育委員会に対して教育の日制定の必要性や理念、方策について答申

をいただき、その使命を終えられましたので、本条例を制定し、浦幌町教育の日制定委員

会条例を廃止するものでございます。 

 なお、附則において、本条例の施行期日は公布の日からと規定するものでございます。 

 以上で議案第12号 浦幌町教育の日制定委員会条例を廃止する条例についての説明を終

了させていただきますので、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

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挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１１ 議案第１３号 

〇田村議長 日程第11、議案第13号 北海道市町村総合事務組合規約の変更についてを議

題といたします。 

 説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 議案第13号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について。 

 地方自治法第286条第１項の規定により、北海道市町村総合事務組合規約を別紙のとおり

変更する。 

 平成23年３月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開きください。北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約。 

 北海道市町村総合事務組合規約（平成７年３月７日市町村第1973号指令）の一部を次の

ように変更する。 

 別表第１中「オホーツク総合振興局（23）」を「オホーツク総合振興局（24）」に改め、

「網走地区消防組合」の次に「、広域紋別病院企業団」を加える。 
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 別表第２第９項中「北見地区消防組合」の次に「、広域紋別病院企業団」を加える。 

 附則、この規約は、地方自治法第286条第１項の規定による総務大臣の許可の日から施行

する。 

 説明資料３ページによって説明をさせていただきます。関連がございますので、議案第

14号のほうの説明もさせていただきます。北海道市町村総合事務組合規約及び北海道町村

議会議員公務災害補償等組合規約の一部変更に関する説明でございます。 

 変更の理由及び内容、広域紋別病院企業団の加入に伴い、地方自治法第286条第１項及び

同法第290条の規定により、それぞれの組合規約の一部を改正するものの内容でございま

す。 

 施行期日につきましては、地方自治法第286条第１項の規定により、総務大臣の許可の日

から施行する内容になっています。 

 以上で議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議お願いします。 

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挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１２ 議案第１４号 

〇田村議長 日程第12、議案第14号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更

についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 議案第14号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につい

て。 

 地方自治法第286条第１項の規定により、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約を

別紙のとおり変更する。 

 平成23年３月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開きください。北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変

更する規約。 
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 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約（昭和43年５月１日地方第722号指令許可）

の一部を次のように変更する。 

 別表第１に「広域紋別病院企業団」を加える。 

 附則、この規約は、地方自治法第286条第１項の規定による総務大臣の許可の日から施行

する。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議願います。 

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挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 

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

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時５８分  休憩 

午前１１時１５分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第１３ 議案第１５号 

〇田村議長 日程第13、議案第15号 平成22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。 
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 初めに、15ページ、20款１項町債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 議案第15号 平成22年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成22年度浦幌町の一般会計補正予算（第９回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,905万9,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ66億1,266万2,000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。 

 （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23年３月７日提出、浦幌町長。 

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

 次に、６ページをお開きください。第２表、繰越明許費補正、追加、２款総務費、１項

総務管理費、事業名、地域活性化交付金（きめ細かな交付金）事業、金額9,910万円。 

 第３表、債務負担行為補正、追加、事項、ＧＩＳサーバー機器借り上げ料、期間、平成

22年度から平成27年度、限度額516万6,000円。患者輸送業務、期間、平成22年度から平成

24年度、限度額1,300万円。 

 第４表、地方債補正、変更、起債の目的、過疎対策事業、２億9,930万円、補正後２億9,410万

円。厚内ミニサテ局整備事業、1,520万円、補正後1,380万円。高等学校等就学費補助事業

債、補正前０円、補正後410万円。患者輸送業務委託事業債、補正前０円、補正後630万円。

この両方につきましては、説明資料８ページに記載しておりますように今回過疎債ソフト

事業が対象になったことによって追加する内容でございます。次に、中浦幌地区担い手支

援型畑地帯総合整備事業、補正前970万円が補正後630万円。林道上厚内線改良事業が補正

前680万円が補正後640万円。厚内漁港整備事業、1,860万円の補正前が1,760万円の補正後。

相川北２号線道路整備事業が補正前1,530万円が補正後1,490万円。北栄大通道路整備事業

が補正前1,340万円が補正後1,080万円。寿通道路整備事業が補正前880万円が補正後860万

円。共栄統太線道路整備事業が補正前1,910万円が1,510万円。除雪機械購入事業が補正前

940万円が補正後720万円。計、補正前７億970万3,000円が補正後７億450万3,000円、過疎

債計で520万の更正減の変更でございます。なお、起債の方法、利率、償還の方法について

は、補正前と同じでございます。 

 次に、８ページをお開きください。歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括は省略さ
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せていただきます。 

 次に、10ページ、２、歳入、１款町税、１項町民税、１目個人180万を追加し、２億1,885万

円、２節滞納繰越分180万円の追加。２目法人830万を追加し、3,420万1,000円、１節現年

課税分830万の追加、いずれも実績見込みによる追加でございます。 

 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364万7,000円を減じて

1,567万1,000円、１節農業費分担金364万7,000円の更正減、中浦幌地区担い手支援型畑総

整備事業受益者分担金239万3,000円の更正減、幾千世地区担い手支援型畑総整備事業受益

者分担金125万4,000円の更正減。これらについては、説明資料20ページ、21ページに記載

しております。 

 ２項負担金、１目民生費負担金120万を追加し、１億2,022万3,000円、２節児童福祉費負

担金120万円の追加、認可保育所保育料の追加でございます。60万の追加。へき地保育所保

育料60万の追加。説明資料４ページに記載しております。実績見込みによるものでござい

ます。 

 ３目農林水産業費負担金14万を減額し、2,297万5,000円、１節農業費負担金14万の更正

減、農業団地センター管理負担金の更正減でございます。説明資料19ページにございます。

実績見込みによる更正減でございます。 

 ５目教育費負担金131万6,000円を減額し、2,348万8,000円、１節教育費負担金131万

6,000円の更正減、学校給食負担金99万5,000円の更正減、幼稚園給食負担金32万1,000円の

更正減。説明資料26ページにございます。実績見込みによる更正減でございます。 

 12款使用料及び手数料、１項使用料、２目民生使用料70万円を減額し、2,738万1,000円、

２節児童福祉使用料70万の更正減、児童デイサービスセンター使用料70万の更正減でござ

います。説明資料４ページにございますが、利用者の減に伴うものでございます。 

 ３目衛生使用料７万5,000円を追加し、57万9,000円、１節保健衛生使用料７万5,000円の

追加、葬斎場使用料に伴う実績増の見込みのための追加でございます。 

 ５目土木使用料23万6,000円を減額し、9,260万3,000円、５節住宅使用料滞納繰越分10万

円の更正減、実績見込みによるものでございます。６節道路河川使用料13万6,000円の更正

減、河川占用料でございます。説明資料４ページにございますように減免措置によるもの

でございます。 

 ６目教育使用料12万2,000円を減額し、522万9,000円、３節社会教育使用料12万2,000円

の更正減、中央公民館使用料の実績見込みによる更正減でございます。 

 ２項手数料、１目総務手数料12万を減額し、306万円、１節総務手数料12万の更正減、住

民登録手数料12万の更正減でございます。説明資料５ページにございます。実績見込みに

よる減でございます。 

 13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金848万1,000円を減額し、１億

2,219万9,000円、１節被用者、非被用者特例給付児童手当国庫負担金33万2,000円の更正減、

被用者児童手当国庫負担金22万2,000円の更正減、被用者小学校修了前特例給付国庫負担金
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11万の更正減、説明資料５ページにございますように実績見込みによる減でございます。

２節子ども手当国庫負担金597万6,000円の更正減、子ども手当国庫負担金の更正減でござ

います。同じく説明資料５ページにございます。実績見込みによる減でございます。３節

障害者福祉費国庫負担金262万の更正減、補装具給付費国庫負担金38万の追加、障害介護給

付費国庫負担金300万の更正減、補装具関係については利用者の増でございます。説明資料

10ページから11ページにございます。実績見込みによる増減でございます。４節国民健康

保険事業保険基盤安定国庫負担金44万7,000円の追加、この関係につきましても説明資料

12ページで実績見込み増によるものでございます。 

 次のページをお開きください。２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金397万2,000円を

追加し、１億2,334万7,000円、１節総務費補助金397万2,000円の追加、地域活性化交付金

（住民生活に光をそそぐ交付金）追加配分による追加でございます。543万の追加、説明資

料５ページにございます。次に、電波遮へい対策事業費等補助金145万8,000円の更正減。 

 ２目民生費国庫補助金557万5,000円を追加し、1,003万6,000円とする。１節障害者福祉

費補助金79万9,000円の更正減、地域生活支援事業補助金の更正減でございます。説明資料

10ページから11ページにございます。２節児童福祉費補助金637万4,000円、次世代育成支

援対策交付金637万4,000円の追加でございますが、説明資料６ページにございます補助事

業の組みかえによる科目更正の追加でございます。 

 ３目土木費国庫補助金1,493万3,000円を減額し、１億4,781万円、１節土木総務費補助金

1,493万3,000円の更正減、社会資本整備総合交付金の実績見込みによる更正減でございま

す。 

 ４目教育費国庫補助金9,000円を減額し、7,710万5,000円、１節小中学校費補助金9,000円

の更正減でございます。要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金

の実績見込みによる更正減でございます。 

 ３項委託金、２目民生費委託金25万を減額し、247万3,000円、１節社会福祉費委託金25万

の更正減、基礎年金等事務費交付金の実績見込みによる更正減でございます。説明資料６

ページに記載しております。 

 14款道支出金、１項道負担金、１目総務費道負担金117万4,000円を減額し、1,815万円、

１節地籍調査事業道負担金117万4,000円の更正減、実績見込みによるものでございます。 

 ２目民生費道負担金278万1,000円を減額し、7,863万8,000円、３節子ども手当道負担金

118万6,000円の更正減、子ども手当道負担金の実績見込みによる更正減でございます。説

明資料６ページにございます。４節障害者福祉費道負担金131万の更正減、補装具給付費道

負担金は利用増の19万追加、障害介護給付費道負担金は150万の更正減、それぞれ実績見込

みによる増減でございます。説明資料10ページから11ページに記載しております。５節国

民健康保険事業保険基盤安定道負担金28万5,000円の更正減、国民健康保険事業保険基盤安

定道負担金の実績見込みによる更正減でございます。説明資料12ページに記載しておりま

す。 
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 ３目衛生費道負担金18万5,000円を減額し、16万8,000円、１節保健事業道負担金18万

5,000円の更正減、老人保健事業費道負担金の実績見込みによる更正減でございます。説明

資料16ページに記載しております。 

 ２項補助金、道補助金、１目総務費道補助金８万8,000円を減額し、56万3,000円、１節

総務費補助金８万8,000円の更正減、消費者行政活性化事業補助金、実績見込みによる更正

減でございます。説明資料10ページに記載しております。 

 ２目民生費道補助金519万1,000円を減額し、1,198万6,000円、１節社会福祉費補助金30万

の更正減、重度心身障害者医療費助成事業補助金25万の追加、地域生活支援事業補助金40万

の更正減、障害者自立支援法円滑化特別対策事業補助金15万の追加、いずれも12ページか

ら13ページに記載のとおりでございまして、実績見込みによるものでございます。 

 次に、２目児童福祉費補助金489万4,000円の更正減、地域子育て支援センター事業補助

金499万4,000円の更正減、これについては説明資料16ページから17ページの組みかえの関

係でございます。地域子育て創生事業補助金10万円の追加、これについても説明資料16ペ

ージから17ページに記載しております。３節老人福祉費補助金3,000円、介護保険利用者負

担軽減、減免の補助金、説明資料15ページで、実績増に伴う3,000円の追加でございます。 

 ３目衛生費道補助金19万4,000円を追加し、417万8,000円、１節衛生費補助金19万4,000円

の追加、新型インフルエンザワクチン接種事業補助金、実績見込み減による40万の更正減、

子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例事業補助金59万4,000円の追加、いずれも説明

資料17ページに記載しております。 

 ４目労働費道補助金89万5,000円を減額し、1,485万8,000円、１節労働費補助金89万

5,000円の更正減、緊急雇用創出事業臨時特例交付金の実績見込みによる更正減でございま

す。 

 ５目農林水産業費道補助金964万2,000円を減額し、6,558万1,000円、１節農業費補助金

32万7,000円の更正減、農業経営基盤強化資金利子補給補助金６万5,000円の更正減、浦幌

太地区基盤水利施設管理事業補助金15万2,000円の更正減、豊北地区基盤水利施設管理事業

補助金13万6,000円の更正減、農業経営基盤強化措置事務取扱交付金２万6,000円の追加、

いずれも実績見込みによるものでございます。２節林業費補助金931万5,000円の更正減、

森林整備地域活動支援交付金８万2,000円の更正減、21世紀北の森づくり推進事業補助金

842万1,000円の更正減、林業・木材産業構造改革事業補助金81万2,000円の更正減。説明資

料21ページから22ページにございます。実績見込みによる減でございます。 

 次のページをお開きください。15款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入60万

4,000円減額し、2,181万6,000円、２節教員住宅貸付収入38万7,000円の更正減、教員住宅

貸付収入の実績見込みによる更正減でございます。４節町有住宅貸付収入21万7,000円の更

正減、町有住宅貸付収入の実績見込みによる更正減でございます。 

 ２項財産売払収入、２目物品売払収入111万円を追加し、263万3,000円、１節物品売払収

入111万の追加、物品売払収入の111万の増加でございます。資源ごみの再利用商品化に伴
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う追加で、説明資料７ページに記載しております。 

 １項寄附金、１目一般寄附金３万9,000円を追加し、24万円、一般寄附金３万9,000円の

追加でございます。この関係については、先般行われました国勢調査による調査員の報酬

等を３万9,000円寄附したいという申し出による一般寄附を受けたものでございます。 

 ２目指定寄附金10万円を追加し、398万1,000円、１節指定寄附金10万の追加、指定寄附

については、説明資料10ページにございます。福祉のための寄附金でございます。 

 19款諸収入、３項貸付金元利収入、５目医療技術者等養成修学資金貸付金元金収入116万

を追加し、254万円、１節医療技術者等養成修学資金貸付金元金収入116万の追加でござい

ます。説明資料17ページにございますように、繰り上げしての償還増に伴うものでござい

ます。 

 ４項受託事業収入、２目民生費受託事業収入28万4,000円を追加し、60万8,000円、２節

児童福祉費受託事業収入28万4,000円の追加、保育所の広域入所受託事業収入、説明資料７

ページにございます28万4,000円の追加でございます。 

 19款雑入、５項雑入、１目雑入715万4,000円を減額し、１億6,135万5,000円、２節釧路

産炭地域基盤整備事業補助金590万の更正減、釧路産炭地域基盤整備事業補助金590万の更

正減でございます。事業確定見込みによる更正減でございます。説明資料７ページに記載

しております。３節農業農村整備事業推進交付金304万の更正減、持続的農業・農村づくり

促進特別対策事業交付金、中浦幌地区が200万円の更正減、幾千世地区も104万円の更正減

でございます。説明資料20ページ、21ページ、実績見込みによる更正減でございます。４

節雑入178万6,000円の追加、資源ごみ再商品化合理化拠出金19万4,000円の増、北海道後期

高齢者医療広域連合すこやか推進事業補助金40万円の追加、厚内デジタルテレビ中継局整

備費協力金119万2,000円の追加、資源ごみについては説明資料７ページから８ページ、ま

た北海道後期高齢者については説明資料17ページ、厚内地デジ関係につきましては説明資

料10ページに記載しております。 

 20款１項町債、１目総務債270万を追加し、３億2,880万3,000円、１節総務債270万追加、

厚内ミニサテ局整備事業債140万の更正減、高等学校等就学費補助事業債410万の追加。 

 ２目衛生債630万追加し、630万、１節保険衛生債630万の追加、患者輸送業務委託事業債

630万追加。 

 ３目農林水産業債480万円を減額し、3,030万円、１節農業債340万の更正減、中浦幌地区

担い手支援型畑地帯総合整備事業債340万の更正減、２節林業債40万の更正減、林道上厚内

線改良事業債の40万の更正減、３節水産業債100万の更正減、厚内漁港整備事業債100万の

更正減。 

 ５目土木債940万減額し、5,660万円、１節道路橋梁債940万の更正減、北栄大通道路整備

事業債260万の更正減、相川北２号線道路整備事業債40万の更正減、寿通道路整備事業債

20万の更正減、共栄統太線道路整備事業債400万の更正減、除雪機械購入事業債220万の更

正減、いずれも実績見込みに基づく変更でございます。 
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 以上で歳入の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議願います。 

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。 

 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 ２点ほどお伺いをいたします。 

 まず、11ページの土木使用料の河川占用料の減免でございますが、説明資料によりまし

ても、猛暑によって農作物についての収入が減ったので、使用料を減免したと、こういう

説明であります。この部分につきましてですけれども、もうちょっときちっと説明いただ

かなければならないと思いますのは、確かに昨年猛暑でありまして、いろんな影響があっ

たということは認識をしておりますが、これは決して猛暑によっての影響があったのは農

家だけではありませんので、いろんな業種、いろんな産業においても少なからずともいろ

んな影響はあったというふうに認識をします。その中において猛暑によっての使用料の減

免がここでなされたということの整合性というのでしょうか、要するに一般町民がこれを

見たときになぜ農家ばかりが減免されるのだと、ほかのほうでいろいろ使用している部分

についてもこういうことが認められるのかということになると思うのです。ですから、こ

ういう誤解を与えないように、なぜ今回ここについての減免がされたのかという、この部

分についてほかの産業、ほかの団体がみんな納得のいくような細かい説明をいま一度求め

たいと思いますので、まずお願いをしたいと思います。 

 それと、もう一点ですが、14ページ、物品の売り払いであります。売り払いで111万売払

収入がふえていますので、これはめでたいことだというか、いいことであります。ここで

なのですけれども、これも説明資料によりますと紙類が当初の予定よりも高く売れたとい

うことですから、こういったものも相場っていろいろ動くのですよね、動いて、ちょうど

高いときに売れたということなのかなというふうに思うのですが、私この部分をもっとし

っかりと、たまたまこれは高いときに売れたからよかったなということではなくて、町の

財産、今までごみだと思っていたものが財産になるという現象が現実的に起きてきている

というふうに思います。例えば帯広市あたりにおきましても、街路樹の剪定した木とかあ

りますよね、枝、ああいったものも今は１カ所に集めて業者に入札かけさせるらしいです。

今までそういうものは廃棄物として、ごみとしてお金を払って投げていたものが今はそう

いったものを砕いて牛の寝わらにするだとか、ボイラーのチップにするだとかということ

で、そういうものが今足りないのです。そういったことで、今までごみと思っていたもの

がお金に変わっていくという現象も起きていますよね。今まで鉄も雑品で一回ぐんと下が

ったのですけれども、今はまたぐっと上がってきているのです。そういうように相場によ

っていろんなものの状況が変化してきています。そういったものを細かくとらえて、収入

になるものをしっかりと収入にしていくということが必要だろうと思いますけれども、今

言ったこの部分の経緯のことをもうちょっと説明いただきたいのと、今後そういったもの

を精査しながら、他町、管内の状況を見ながら収入できるものは収入していくという、こ

ういう姿勢というものが私は必要になってくるだろうというふうに思いますので、この２
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点についていま一度説明を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 まず、１点のご質問の河川占用料の減免についてなのですけれども、こ

の減免につきましては、浦幌町普通河川敷地条例に基づいてそれぞれ占用面積に対して貸

付金を貸した方からいただいているわけですが、今回この条例の中で基本的に河川条例等

に準じるという中で減免という規則があります。この規則の中では、河川の減免を受けら

れる規定ということで、１番目に水害その他の不可抗力によって占用許可を受けた目的を

達成できなくなったとき、それから寒冷地も出水などの災害によって著しく資力を失った

とき、３点目、生活保護を受けることになったとき、４点目として申請者が道路区域と重

複している場合で道路管理に占用料を支払っているとき、こういう場合につきましては河

川敷地の減免をすることができるということで規則としてうたわれているものですから、

これに基づいて、今回農業団体、浦幌町農民連盟のほうからこのような要望がありまして、

書類に基づいて農業委員会のほうで審査し、この20％、収益の通常の20％以上収益が上が

らなかった場合につきまして減免をするということに基づいて今回このような提案をさせ

ていただきました。今回猛暑による高温障害なのですけれども、20％以上減収があった方

は、貸し付け34件ありますが、このうち16件が対象となりまして、16件分の減免というこ

とになります。 

 以上でございます。 

〇田村議長 町民課長。 

〇大山町民課長 私のほうからは先ほどありました物品の売り払いについてでございます

が、物品の売り払いにつきましては基本的には毎月それぞれ販売してございます。今あり

ましたように高いときにまとめて売っているとか、そういうことではございません。ただ、

当初からある程度見込んだ中でできないのかということもあろうかと思いますけれども、

そのとき、その月それぞれ変わってきますので、前年なりの実績に基づいてそこの予算を

立てているというようなことでございます。また、今ありましたように再利用というので

すか、再商品化については基本的には再利用できるものについては再利用させてもらって

いるということでございます。うちのほうで基本的に販売していますのは、鉄、スチール

缶、アルミ缶、段ボール、古紙、新聞、紙パック等が主でございます。先ほどありました

木材とかそういうものについては受けてございませんので、それについてはまた違った形

で作業できないのかとかはあろうかと思いますけれども、うちのほうで現在扱っているも

のはそういうものでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 まず、先ほどの農地の部分。要するに、規定に沿ってやられたということで

すけれども、それは規定があるわけですから、規定にのっとってそういうことをやられた
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と。ただ、その辺の書類が上がってきてということでしょうけれども、20％減になるとさ

れるというような、そういう規定があるので、農業委員会にもかけてという、そういう手

続を踏んでということなのでしょうけれども、結局そこら辺のチェックというのですか、

そういう部分、実際にそういうようなチェックというものが行政とすると、それが実際に

売り上げベースなのかとれたもののことをいうのか、ちょっと私はわかりませんが、どの

基準かわかりませんけれども、農業委員会も含めた中でそういう要請があったものについ

て減免制度と。ですから、ここら辺のいろんな部分でそういう減免の措置があるのでしょ

うね、きっと。ですから、あくまでもこれは利用者から申請があって初めてなので、こち

らから、猛暑ですからあなたのところどうだったのですかという話でもないのだろうなと

いうふうに思いますから、ここら辺の利用者の平等性というのでしょうか、そこら辺の部

分というのが私は余り見えないところがあるのかなというふうに思うのです。ですから、

今言うような20％云々という、ここら辺の部分も結局私たちにすると、どこでチェックと

いうことなのですかね、農業委員会がしているので、農業委員会さんにその部分の詳細を

聞けというようなことになってくるのかなという気がしますけれども、そういうことにな

るのですか。ただ、私はそんな細かいところまでは聞こうとは思っていないのですけれど

も、その辺の平等性の担保というのでしょうか、そこら辺の部分を言ってこなければされ

ないということではなくて、猛暑とかこういう自然災害というのは、水害とかだったらそ

この地域に限定されるのですけれども、今回のような猛暑とかという部分については不特

定多数の部分に平等に害があったというのでしょうか、やっぱりあろうと思いますので、

そこら辺を行政としても地域のそういったところに平等に、ある程度減免される部分があ

ったときに、言ってこなければということではなくて平等な形の中で私は対応されるべき

ではなかろうかなというふうに思いますので、そこら辺の行政の対応の考え方ということ

になるのでしょうか、その辺について最後お聞きをしたいと思います。 

 それと、物品につきましては、今取り扱っているものについてはそれは私はいいと思う

のです。行政は商売ではありませんから、高いときに売ってとか、そういうようなことで

もないでしょうし、そういうものを高いときに売るためにどこかに保管しておくというよ

うな、そういう倉庫を持って、そういうようなことになっているわけではありませんから、

保管場所とかいろんな経緯を踏まえた中で順次毎月毎月物を出していかなければならない

と。ですから、高いから売る、安かったら売らないとかという、なかなかこういう作業は

できないということも私は理解できます。ですから、今やっているものについてはそうい

うことはわかるのですけれども、しかし私がさっき言ったようにいろんな部分で、今まで

取り扱っているものがまだまだ品目がふえる要素があるのだということなのです。時代の

流れが変化してきて社会が変わってきて、今まで扱っていなかったものも扱えるようにな

るということです。だから、お金にすることができるのだということです。このことは、

たとえわずかであろうともお金にできるものは当然するという方針というのでしょうか、

そういった方向というのを私はぜひ考えていくべきだと思うのです。これもあくまでも町
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有財産ですから、今までお金払っていたものがお金になるなんていうことはダブルパンチ

でいいことになってしまうわけですから、こういうことにはもっとシビアにというのです

か、お金になることについては私はもっとシビアに考えてやるべきであろうというふうに

思います。今までのいろんな建物、解体とかいろいろしていますけれども、そういったも

のにつきましても今まで投げていたものがなるかどうか、今まで安かったものがもっと高

くなるとかありますから、町民課のほうだけで今やっているものではなくて、建設とか違

う課においても、事業の発注していく上においても今までごみだと思っていたものがお金

になる要素が十分あるということなのです。ですから、そこら辺の精査をいま一度きちっ

として、お金になるものはしていくのだという、そういう方針というのですか、今までの

ものだけではなくてそういう調査をしてやっていく必要が私はあるというふうに思いまし

て、そこら辺も含めて２点、最後お伺いをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 この減免に対する平等性ということなのでしょうが、実際今農民の方の

このような災害における状況というのは町自体はなかなかわからない部分がありますの

で、それで農民連盟というものがありまして、そこから今回このような状況で猛暑が続い

たという状況で秋口に収穫量がかなり減収しているという中でお話がありまして、取りま

とめて申請させてもらうということがありまして、その中で農業委員会のほうを通じて、

そして減免のそれぞれの減収分を計算させていただいて、細かくすべて何％減収されてい

るかという内容もわかりますので、それに基づいて河川の貸している敷地についても同じ

ような減免をさせていただいているような形になっております。チェック機関というのは

なかなかないものですから、これにつきましては今後いろいろな災害あった中で、河川に

ついて借りている方につきましては今後お知らせなどを通じてこのような減免措置があり

ますよということも含めてお知らせしていきたいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 町民課長。 

〇大山町民課長 ２点目の今後ますますそういう部分含めて町として財産を有効的に活用

し、収益にできれば、収益という言葉はよくないかもしれませんが、されてはどうなのだ

というお話かと思いますけれども、まず基本的にうちの課の部分でいいますと再利用でき

るものを扱っているということになります。それ以外に、先ほどありました木片とかなり

ますと物によって産廃になる可能性もございます。あと、個人が庭の木を切ったとかにな

れば一般廃棄物ですとか、いろいろあります。そういう中で、うちのほうとしましては再

利用、リサイクルできるものはやっていきたいというふうに思いますし、工事等において

発生する部分についてはそれぞれ担当課のほうになろうかと思いますけれども、産業廃棄

物扱いというような形にもなりますので、それについてはもしそういうことが可能なもの

であれば当然そういうような形をとるように今後各課と連携をとりたいなというふうに思
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っております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 私は、今厚内地区でいろいろ工事何カ所もやっておりますので、町長にちょ

っと聞いておきたいと思います。 

 まず、336の期成会って恐らくもうないのでないかと思いますけれども、どんな状態にな

っているか。 

 また、もう一つは、厚内ミニサテ局整備事業270万、それが140万と、これは中身につい

て私はわかりません。それと、もう一点は、厚内漁港がすばらしく、もう間もなく完成す

る寸前です。前にやった工法がどうだったのか、それは私はわかりませんけれども、すば

らしい工法で、間もなく完成する。これについてもし町長が知っていることあれば、これ

と別に関連ということではないのですけれども、その漁港のすぐ裏に今336の延長線、名前

は1038号線という道路が昆布刈石から始まって直別に抜けていくと。今年たしか橋の話も

聞いていたような気するのです。厚内の河口、これに橋を通すと、実際去年測量もしてい

ましたので、今現在どうなっているか。 

 この３点、町長に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。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問にかかわりましてご説明させていただきた

いと思います。何点か聞き漏らした点があろうかと思いますので、その点はもう一度お願

いしたいと思います。 

 まず、１点は、国道336の期成会の関係だったと思いますけれども、336の期成会につき

ましては現在関係町、自治体における期成会ということでその期成会ありますけれども、

以前にございました地元の期成会、これにつきましては336のルートが決定した段階で解散

ということで、その手続が踏まれたというふうなことで記憶してございます。また、厚内

漁港の整備につきましては、このことにつきましては主要懸案事項ということで北海道に

も例年その要望についてはお願いしているところでございます。また、336の河口橋のお話

がございましたけれども、このことにつきましても北海道の道路整備という中で現在測量

が終わり、また用地の確定の作業を進めているというところで、用地交渉もあわせて行っ

ているということで聞き及んでおりますので、その部分で時間を要しているというふうな

ことも北海道の用地課のほうからも聞いておりますけれども、今後とも早急な対応という

ことで、このことにつきましても北海道にお願いをしているところでございます。 

 また、厚内のミニサテの関係でご質問ございましたけれども、補正予算書のどの部分か

ちょっとわからなかったわけでございますけれども、厚内のミニサテの関係につきまして

は昨年の10月の第５回臨時会におきましてその補正について予算を提案してございます。

その際にもご説明させていただきましたけれども、厚内の中継局、駅の裏側の民有林でご
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ざいますけれども、そこのところの一番高所のところに、高いところに受信施設を設け、

現在、アナログ時代もあったわけでありますけれども、その受信施設を設け、またその下

のほうに今度は送信ということで、受信から送信には有線、地下埋設のケーブルでつなぎ、

その送信施設から厚内市街の地区に全体に電波を送信しているという内容でございます。

このことにつきましては、昨年の12月に厚内地区におきましてその試験電波が開始される

と、しますということでご案内も差し上げているところでございます。この電波の施設に

つきましてＮＨＫと現在の民放４社、ＮＨＫが総合と教育ございますので、合わせて６チ

ャンネルの対応をするということで、ＮＨＫにつきましては先行してＮＨＫがその施設の

整備を図り、民放分については町が負担するといったことで、このことにつきましては第

５回、昨年の10月の臨時会でも補正の内容として説明させていただいたところでございま

す。今般それにかかわりまして補正の内容でありますけれども、ＮＨＫの電波を受けるも

のと民放分と合わせまして本町の負担的には約2,880万というような内容になっておりま

す。それには国庫補助金が対象となっておりますので、補助対象分約2,760万の金額に対し

て２分の１ということで1,384万1,000円が国庫補助金として拠出される内容であります。

残りに対する起債ということで過疎債が適用されまして、1,380万円が適用となり、一般財

源が総体で119万2,000円ほどの負担となるといった内容の関係でございますので、それら

にかかわった国庫補助金と起債、地方債に関係しての補正ということでご理解いただきた

いと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 今聞いている中では町もやっていただいています。しかし、残念ながら、今

現在空き家が20戸ありまして、現在人住んでいないと。これもまた町長に言っても仕方あ

りませんけれども、地元厚内というもともと漁師町ですから、漁港ができて、そして周辺

整備もかなり立派なってきていると、それと同時に人がいなくなるという、この辺が私も

２日前にその地域の人と話しして、これは町長に言ったって無理だよと、町長の責任でな

いのだからと。しかしながら、地域ではせっかくのいい機会だと、水澤町長は特に厚内か

ら出ている。そういう意味ではないですけれども、今年の統一地方選挙に、ぜひこの問題

を町長に取り上げてくださいと、私はあくまでも無理だと言ったのですが、そういうよう

な要望をしなければ厚内の活性化は図れない、そういう意味も含めまして今町長に、これ

に対する答弁はよろしいですから、できれば、この次の統一地方選挙ありますから、それ

にぜひやって頑張って、そして厚内の将来を少しでも明るい方向に持っていただけたらな

と思います。別にこれに対する町長の答弁はよろしいですから。 

 以上です。 

〇田村議長 差間議員、答弁は要らないということですね。 

 質疑の途中でございますが、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。 
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（「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、暫時休憩をいたします。 

 

午後 ０時０３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、15ページ、町債までの質疑を許します。ほかに質疑ありませんか。 

 ７番、河内議員。 

〇河内議員 13ページの４目の労働費道補助金ということで、緊急雇用創出事業交付金と

いうことで89万5,000円マイナスとなっているわけですけれども、このことについては最近

引き続き雇用創出ということで事業を組んでいるわけでございますけれども、できるだけ

こういったものは活用した中で予算の残らないように使い切ってほしいなという考えがあ

るわけですけれども、内容についてちょっと説明ください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 緊急雇用の創出事業の関係でございますが、この内容につきましては当

初予算に対して見込みということで89万5,000円、更正減という形になっております。既に

現在額が確定しているものが町の直接の委託であります道路、公園等の公共施設環境整備

事業費、これについては既に作業が終わっているということで、これは額が確定している

ということでございまして、あと残る２つの観光事業と、それから介護研修事業、これに

つきましてはまだ３月末までの日数が残っておりますということから、実績見込みという

ことでこの89万5,000円の減という内容になっております。道路維持の関係の実績について

でございますが、当初３人見ておりましたのが最終的には延べで言いますと４人になるの

ですが、途中１人就職が決まりまして２人体制になりまして、残った予算があったもので

すから、さらに１人公募をかけまして、１人ふやして３人体制ということで延べ４人とい

う形で終わっております。それから、観光事業につきましては、町の臨時職員の方たちと

いうことで産業課の観光にかかわる臨時職員ということで使っております。それから、介

護研修につきましては、当初４人を見込んでおりましたけれども、６月までには２人とい

う形でございましたけれども、その後８月に４人ということで採用になりまして、さらに

予算が若干あったということから、１人ふやして９月に５人と、延べ５人という形で推移

をしております。そういう関係上で実際に何カ月かの間に１人減ったりする中で、見込み

ということで現在89万5,000円の減になるのではないかということの内容でございます。 

〇田村議長 ７番、河内議員。 

〇河内議員 ただいま説明を受けまして、当初見込みどおりいかなくて途中でそういった
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流れというのは当然あり得ることですので、この金額が多い、少ないというのはそれぞれ

判断があると思いますけれども、今後来年度についても継続してこの事業は実施されると

いう中で、できるだけ使い切る形で事業を推進していただきたいと思います。よろしいで

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 22年度につきましても現在89万5,000円の更正減でございますけれども、

３月までということで、使い切ってもらうような形でお願いをしておりますけれども、最

終的には更正減になろうかなというふうには思っております。今後新年度につきましても

この事業が継続しておりますけれども、それらについても予算の範囲の中で全額支給でき

るような形をとっていきたいなと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 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16ページ、１款１項議会費から20ページ、２

款４項選挙費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 16ページをお開きください。歳出でございますが、歳出の中で人件費の

補正でございますが、総体で人件費、給料につきましては1,259万9,000円の更正減、職員

手当等につきましては587万8,000円の更正減、共済費につきましては893万の更正減、合計

で2,740万7,000円の更正減になっております。また、一般会計では1,370万円、牧場会計で

は1,240万円の更正減になっております。説明につきましては、人件費につきましては省略

させていただきますので、よろしくお願いします。 

 ３、歳出、１款１項１目議会費20万4,000円を更正減し、6,139万2,000円、９節旅費10万

円の更正減、費用弁償、実績見込みによる10万円の更正減、11節需用費10万4,000円の更正

減、印刷製本費10万4,000円の更正減、実績見込みによるものでございます。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費297万7,000円を減額し、２億7,919万

5,000円、３節職員手当等、４節共済費、７節賃金６万4,000円の更正減、実績見込みによ

る更正減でございます。９節旅費30万の更正減、普通旅費の更正減でございます。11節需

用費40万、燃料費の40万の追加でございます。説明資料８ページに記載しております。15節

工事請負費11万9,000円の更正減、執行残でございます。 

 ２目情報化推進管理費433万3,000円を減額し、8,002万4,000円。13節委託料442万の更正

減、総合型ＧＩＳ構築委託料442万の更正減。８ページから９ページに記載しております。

14節使用料及び賃借料８万7,000円の追加、統合型ＧＩＳサーバー機器の借り上げ料８万

7,000円の追加。８ページから９ページに記載しております。 

 ３目文書広報費25万を減額し、395万9,000円、11節需用費25万の更正減、印刷製本費25万

の更正減でございます。説明資料９ページでございます。「広報うらほろ」のページ数の減
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に伴うものでございます。 

 ４目自動車管理費83万を減額し、1,197万3,000円、11節需用費、修繕料30万の更正減、

18節備品購入費40万の更正減、27節公課費13万の更正減、それぞれ実績見込みによる更正

減でございます。 

 ５目財産管理費95万6,000円を減額し、3,110万6,000円、７節賃金10万円の更正減、12節

役務費、手数料19万7,000円の更正減、15節工事請負費65万9,000円の更正減、いずれも実

績見込みによる更正減でございます。 

 ６目財政調整等基金費１億3,825万6,000円を追加し、８億3,191万9,000円、25節積立金

１億3,825万6,000円、財政調整基金積立金１億3,578万9,000円、住民生活に光をそそぐ基

金積立金246万7,000円でございます。 

 ７目企画費507万3,000円を減額し、3,899万5,000円、１節報酬204万9,000円の更正減、

実績による更正減でございます。説明資料９ページにございます。８節報償費20万の更正

減、報償費20万につきましては委託料に変更に伴う更正減でございます。９節旅費23万

8,000円の更正減、費用弁償23万8,000円の更正減、実績見込みによる更正減でございます。

説明資料９ページにございます。13節委託料20万9,000円、まちづくり講演会講師派遣業務

委託料20万の追加、先ほどの関係の報償費の組みかえでございます。厚内デジタルテレビ

中継局保守業務委託料9,000円の追加。説明資料10ページでございます。15節工事請負費

30万の更正減、工事請負費の執行残でございます。17節公有財産購入費250万の更正減、

250万の公有財産購入費の執行残でございます。15節負担金、補助及び交付金5,000円の追

加、厚内デジタルテレビ中継局電気料負担金5,000円の追加。説明資料10ページにございま

す。 

 ８目支所費13万8,000円を減額し、1,889万2,000円、３節職員手当等でございます。 

 次のページをお開きください。10目生活安全推進費288万6,000円を減額し、2,940万

9,000円、１節報酬38万3,000円の減額、委員報酬の減額でございます。11節需用費31万

1,000円の光熱水費の減額でございます。13節委託料８万8,000円の消費生活相談員養成業

務委託料の減額でございます。説明資料10ページにございます。実績見込みによる減額で

ございます。15節工事請負費210万4,000円、工事請負費の執行残による減額でございます。 

 12目職員厚生費94万1,000円を更正減し、956万円、８節報償費10万円の更正減、９節旅

費22万4,000円の更正減、13節委託料51万7,000円の更正減、定期健康診断等委託料41万

2,000円の更正減、職員研修会等委託料10万5,000円の更正減、いずれも実績見込みによる

更正減でございます。19節負担金、補助及び交付金10万円、市町村職員福祉協会の負担金

の10万円の更正減でございます。 

 13目諸費277万を減額し、5,154万4,000円、８節報償費６万円の更正減、９節旅費27万の

普通旅費の更正減、13節委託料10万円の保守業務委託料の更正減、15節工事請負費50万の

工事請負費の更正減、18節備品購入費114万の更正減、19節負担金、補助及び交付金70万の

更正減、本別生活維持路線バス運行補助負担金10万円の更正減、生活交通バス運行維持費
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補助金の40万円の更正減、パートナーシップ補助金20万の更正減となっております。パー

トナーシップ補助金となっておりますが、記載誤りでございます。申しわけありません。

訂正願いたいと思います。地域活動推進補助金の20万の更正減でございます。申しわけあ

りません。よろしくお願いします。 

 次に、２項徴税費、２目賦課徴収費27万2,000円を減額し、1,250万8,000円、13節委託料

21万の更正減、土地評価業務委託料21万の更正減、19節負担金、補助及び交付金６万2,000円

の更正減、十勝市町村税滞納整理機構負担金６万2,000円の更正減、実績見込みによるもの

でございます。 

 ４項選挙費、１目選挙管理委員会費49万9,000円を減額し、1,033万4,000円、１節報酬７

万5,000円の委員報酬の更正減、９節旅費34万の更正減、費用弁償24万の更正減、普通旅費

10万の更正減、14節使用料及び賃借料８万4,000円の更正減、選挙システムプログラム借り

上げ料８万4,000円の更正減、いずれも実績見込みによるものでございます。 

 ２目参議院議員選挙費132万8,000円を減額し、612万1,000円、１節報酬14万9,000円の更

正減、委員報酬１万9,000円の更正減、投票管理者報酬１万円の更正減、開票立会人報酬12万

円の更正減、３節職員手当62万2,000円の更正減、７節賃金３万3,000円の更正減、９節旅

費４万9,000円の費用弁償の更正減、11節需用費19万の更正減、消耗品、食糧費、印刷製本

費、それぞれ合計で19万の更正減、12節役務費５万7,000円の更正減、通信運搬費、手数料

の更正減です。14節使用料及び賃借料７万8,000円の印刷機械借り上げ料の更正減、15節工

事請負費15万の更正減、工事請負費、いずれも実績見込みによる更正減でございます。 

 以上で選挙費までの説明を終わらせていただきます。 

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 質疑がないようですので、次に20ページ、３款１項社会福祉費から26ページ、

４款２項清掃費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費1,042万を追加し、２

億8,025万円、７節賃金12万6,000円の更正減、９節旅費11万5,000円の普通旅費の更正減、

13節委託料157万2,000円の更正減、18節備品購入費10万円の追加、この関係は歳入の指定

寄附に伴うものでございます。19節負担金、補助及び交付金８万9,000円の追加、会議等参

加負担金１万円の更正減、地域活動支援センター事業負担金19万9,000円の増、心身障害児

等療育施設等訓練通園費補助金10万円の更正減、20節扶助費615万1,000円の更正減、補装

具給付事業費38万の追加、障害介護等給付費600万円の更正減、地域生活支援事業給付費

38万4,000円の更正減、通所サービス利用促進事業給付費10万円の追加、新事業移行促進事

業給付費４万5,000円の更正減、事務処理安定化支援事業給付費４万円の更正減、移行時運

営安定化事業給付費16万2,000円の更正減、いずれも説明資料11ページに実績見込みで記載

しております。説明資料10ページでございます。28節繰出金1,819万5,000円の追加、国民
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健康保険事業特別会計保険基盤安定軽減分繰出金67万9,000円の更正減、国民健康保険事業

特別会計保険基盤安定支援分繰出金89万5,000円の追加、国民健康保険事業特別会計繰出金

1,797万9,000円の追加。説明資料12ページに記載しております。 

 ３目厚生委員費54万8,000円を減額し、297万1,000円、９節旅費48万の費用弁償の更正減、

19節負担金、補助及び交付金６万8,000円の更正減、会議等参加負担金の更正減でございま

す。実績見込みによるものです。説明資料12ページに記載しております。 

 ４目青少年健全育成費７万7,000円を減額し、60万4,000円、１節報酬５万7,000円の委員

報酬の更正減、８節報償費２万円の報償費の更正減。説明資料12ページに記載しておりま

す。 

 ６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費50万追加し、2,050万7,000円、20節扶助

費50万の追加、重度心身障害者医療費扶助費50万の追加。説明資料12ページから13ページ

に記載しております。 

 ７目後期高齢者医療費２万を追加し、１億963万3,000円、28節繰出金２万円の追加、後

期高齢者医療特別会計事務繰出金の２万円の追加でございます。 

 次のページをお開きください。２項児童福祉費、１目児童福祉総務費25万を減額し、

1,325万2,000円、８節報償費25万の減額でございます。出産祝金の減額でございます。説

明資料13ページに記載しております。 

 ２目児童措置費621万4,000円を減額し、7,291万7,000円、７節賃金23万4,000円の賃金の

更正減、20節扶助費598万円の子ども手当の更正減。説明資料13ページにございます。実績

見込みによるものでございます。 

 ３目認可保育園運営費94万を減額し、9,797万3,000円、２節給料66万1,000円の更正減、

３節職員手当等10万5,000円の更正減、４節共済費35万1,000円の更正減、11節需用費17万

7,000円の保育園の燃料費の追加でございます。説明資料13ページに記載しております。 

 ６目児童デイサービスセンター運営費３万3,000円を追加し、1,647万3,000円、３節職員

手当３万3,000円の追加。 

 ８目子育て支援センター費12万2,000円を減額し、1,521万2,000円、３節職員手当等12万

2,000円の更正減でございます。 

 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費524万2,000円を減額し、１億4,666万7,000円、７

節賃金５万8,000円の更正減、８節報償費12万の敬老祝金の更正減、12節役務費31万4,000円

の手数料の更正減、13節委託料141万の更正減、緊急通報システム委託料19万の更正減、在

宅福祉支援事業委託料の122万の更正減、19節負担金、補助及び交付金97万1,000円の更正

減、認知症老人等託老サービス給付費負担金74万9,000円の更正減、介護保険関連基盤整備

事業補助金３万5,000円の追加、敬老会実施団体補助金26万4,000円の更正減、介護保険サ

ービス利用者負担軽減支援事業補助金7,000円の追加、いずれもこの目につきましては説明

資料14ページ、15ページに記載しております。28節繰出金224万9,000円の更正減、介護保

険特別会計繰出金224万9,000円の更正減でございます。 
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 ４目老人ホーム費257万5,000円を減額し、１億6,201万1,000円、３節職員手当等17万

9,000円の更正減、７節賃金117万6,000円の更正減、９節旅費15万5,000円、普通旅費の更

正減、11節需用費９万6,000円の追加、燃料費59万6,000円の追加でございます。説明資料

16ページにございます。賄い材料費50万の更正減、13節委託料50万の更正減、外部サービ

ス事業委託料50万の更正減、15節工事請負費６万の追加。説明資料16ページに記載してお

ります。19節負担金、補助及び交付金９万5,000円の研修会等参加負担金の９万5,000円の

更正減、20節扶助費62万6,000円の扶助費の更正減でございます。 

 ５目町民バス管理費12万1,000円を減額し、384万6,000円、11節需用費10万円の燃料費の

更正減、27節公課費２万1,000円の自動車重量税の更正減でございます。 

 次に、４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費2,289万2,000円を減額し、１

億6,617万3,000円、２節給料158万5,000円の更正減、３節職員手当等47万8,000円の更正減、

４節共済費82万5,000円の更正減、７節賃金９万6,000円の更正減、８節報償費３万円の更

正減、９節旅費20万9,000円の普通旅費の更正減、13節委託料342万6,000円の更正減、妊婦

健康診査委託料170万5,000円の更正減、乳幼児健診委託料の６万3,000円の更正減、健康診

査委託料の165万8,000円の更正減、14節使用料及び賃借料４万2,000円の更正減、自動車借

り上げ料４万2,000円の更正減、19節負担金、補助及び交付金６万8,000円の更正減、保健

予防研修会負担金５万円の更正減、十勝地域保健医療協議会運営事業負担金１万8,000円の

更正減、20節扶助費17万4,000円の更正減、検診扶助費17万4,000円の更正減、28節繰出金

1,595万9,000円の更正減、簡易水道特別会計繰出金の1,595万9,000円の更正減でございま

す。いずれも委託料関係、また19節の負担金関係については説明資料16ページに記載して

おります。 

 ２目予防費121万円を減額し、885万6,000円、11節需用費118万7,000円の追加、消耗品費

118万7,000円の追加。説明資料17ページでございます。12節役務費４万7,000円、手数料の

更正減、13節委託料227万9,000円の更正減、結核検診委託料18万4,000円の更正減、予防接

種委託料209万5,000円の更正減。これらにつきましては、説明資料17ページに記載してお

ります。19節負担金、補助及び交付金２万4,000円の更正減、成人病予防研修派遣補助金２

万4,000円の更正減、実績見込みでございます。20節扶助費４万7,000円の更正減、新型イ

ンフルエンザワクチン接種扶助費４万7,000円の更正減でございます。 

 ３目環境衛生費３万7,000円を減額し、3,013万2,000円、７節賃金20万1,000円の更正減、

28節繰出金16万4,000円の追加、個別排水処理特別会計繰出金16万4,000円の追加でござい

ます。 

 ５目医療対策費940万4,000円を減額し、１億2,734万4,000円、９節旅費２万8,000円の更

正減、普通旅費でございます。21節貸付金84万円の医療技術者等養成修学資金貸付金の84万

の更正減。説明資料17ページに記載しております。28節繰出金853万6,000円の更正減、浦

幌町立診療所特別会計繰出金の853万6,000円の更正減でございます。 

 次のページをお開きください。７目公衆浴場管理費７万円を減額し、883万1,000円。18節
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備品購入費７万円の更正減、執行残でございます。 

 ８目保健福祉センター管理費24万8,000円を減額し、1,356万7,000円、11節需用費22万

8,000円の更正減、光熱水費の更正減並びに16節原材料費２万の更正減。説明資料18ページ

にございます。実績見込みでございます。 

 ２項清掃費、１目塵芥処理費103万1,000円を減額し、7,127万7,000円、７節賃金18万

2,000円の賃金の更正減、13節委託料31万5,000円、保守業務委託料の更正減、19節負担金、

補助及び交付金53万4,000円の更正減、十勝環境複合事務組合分担金の53万4,000円の更正

減。 

 ２目し尿処理費８万5,000円減額し、527万2,000円、19節負担金、補助及び交付金８万

5,000円の更正減、十勝環境複合事務組合分担金の更正減。いずれも説明資料18ページに記

載しております。 

 清掃費までの説明を終わらせていただきます。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。 

 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 予防費のところでちょっとお伺いをしておきたいと思います。 

 まず、新型インフルエンザの関係でありますが、接種する人が減ったということですけ

れども、この関係で接種する部分が減ったのは、あくまでもこれは町民の方々の任意的に

受ける人が減ったことなのか、特に上浦幌のほうの方々というのは本別の病院のほうでお

世話になるというようなことだったと思うのですけれども、そういった部分で本別もあく

までも当然自分の町のほうが優先ですから、その辺の体制的な部分で何か問題があって受

けたくても受けれなかったというような、そういう問題がなかったのがどうなのか、この

辺の確認をしておきたいのと、それと本別の病院も今先生が、浦幌も本別の病院といろい

ろやっていますけれども、先生が今度やめられるというような新聞報道があったと思うの

ですけれども、そこら辺の体制的な部分の今後のいろんな部分においても不便がないのか

どうなのか、この辺の確認を１点しておきたい部分。それと、もう一点がいろんなワクチ

ンありますね、ヒブですとかそういうワクチン、これも新聞報道でいろんな問題出ました。

この辺について、国の方針の中で浦幌町としてもこれはしっかりと対応していくというこ

とで、いろんな一般質問もありながらやっていたのですけれども、ああいった問題も出ま

して、４名ほどお子さんがお亡くなりになったというような新聞報道がありまして、原因

がまだはっきりしていないということなのですけれども、しかしそういう事実があったと

いうことの中において、浦幌としてどういう対応をしていくお考えなのか、これは新年度

でなくてもう始まっている部分ですから、補正の部分でここでその辺の対応の２点につい

てお伺いをしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 まず、新型インフルエンザの関係でございますけれども、ワクチン
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の接種の部分につきましては昨年まで季節型のインフルエンザのワクチンと新型のワクチ

ンとそれぞれ別でありました。22年度の予算を編成する段階ではまだ２種類のワクチンに

なっていたのですけれども、今年度に入りまして新型の対応の部分が季節性インフルエン

ザの中に組み込まれたというふうなことで、季節型を打てば新型にも対応できるというふ

うなことになっておりますので、そこの部分で新型のワクチンとして予算化していた部分

が不用になったというふうなことでございます。 

 本別病院との連携の部分ですけれども、今の段階で本別病院のほうから具体的に、各種

予防接種等も含めてですけれども、不都合ができたので、少し調整させてほしいとかとい

う連絡は特に来ておりませんので、当面継続をしていただけるのでないかというふうに思

っているところでございます。 

 また、ヒブ、肺炎の接種の関係の部分につきましては、新聞やテレビ等でも報道されて

おりますけれども、国の状況としまして３月２日から４日にかけて４名の幼児が亡くなら

れております。病院のほうの報告では、ワクチンの接種と死亡の要因についてはまだ不明

というふうなことでなっておりますけれども、国のほうとしてはこの４例の死亡というふ

うなことを受けとめて、早急にその因果関係といいますか、そういうものを解明していく

ような委員会を開いていくというふうなことですので、原因等の部分についてはその委員

会の中ではっきりしていけるのでないかというふうに思っています。そういう状況を受け

まして、国のほうとしましては因果関係がはっきりするまで当面の間接種を一時見合わせ

るというふうなことで関係等に周知がされたところでございます。 

 道につきましては、その指示を受けまして、５日土曜日ですけれども、各医療機関等に、

接種の見合わせについては５日の土曜日から７日の月曜日までとりあえず見合わせると、

８日以降の部分についてはまた別途周知するというふうなことで本日の朝の段階では８日

以降の部分については具体的な指示は来ておりません。それで、３月の５日の日に道から

各病院等の医療機関にファクスまたは電話等で先ほど言いました７日まで中止ということ

と８日以降の部分については別途通知するというふうなことの内容を各医療機関のほうに

周知しているところでございます。 

 浦幌の状況でございますけれども、２月の段階から３月４日まで接種した方の人数と副

反応といいますか、その状況でございますけれども、肺炎球菌だけ打った方が６名おりま

す。そのうち１名がじんましん等の症状が体の一部にあらわれたということで、小児科を

受診されて、内服治療で回復に向かったというふうなことでございます。あと、ヒブワク

チン単独で接種した方が２名おりますけれども、今現在の中では発症した事例は押さえて

おりません。あと、肺炎球菌とヒブワクチンを同時に接種した方については28名おります

けれども、２名の方が強い副反応が生じたと、１人については嘔吐と発熱というふうなで

小児科を受診して、４日後には回復をしたというふうなことでありますし、もう一人の方

については発熱と打ったところがはれたというふうなことで、３日後には回復をしたとい

うふうなことでございます。ただ、土曜日から含めてですけれども、接種者全員に電話等
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で状況を確認しているのですけれども、不在等で全員のところの確認とれているというふ

うな状況ではありませんので、若干副反応の部分の数がふえるかもしれません。今後ふえ

てくるというふうなところもあるかもしれませんが、今押さえているところではそういう

状況でございます。 

 浦幌町としての対応ですけれども、５日にも保健所のほうから接種の見合わせというふ

うなことで通知がありましたので、各町内の医療機関への接種見合わせの通知を土曜日の

日したところです。また、土曜日からかけてですけれども、副反応の状況の確認を接種者

の方々にしております。内容としましては、先ほど言いました内容でございます。日曜日、

前日から本日にかけて、道のほうからも７日まで接種の見合わせというふうなことですの

で、今週予定入っている方もおりますので、きのうからきょうにかけて今週予定の入って

いる方について状況を説明しながら接種の見合わせというふうなことで連絡をとらせてい

ただいているところです。また、今後の関係の部分については、国の方向性等もまだ出て

おりませんけれども、とりあえず全員の方々、対象者の方々に今回の一時接種見合わせに

なった状況とか、そういう部分についてとりあえず皆さんのところにお知らせをしたいな

というふうに思っているところです。あと、今後の方向性の部分につきましては、国の方

針が出てからまた改めて検討していきたいというふうに考えております。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 まず、先ほどインフルエンザ関係の本別との絡みにつきましては、今のとこ

ろ向こうから何らそういう心配なことはないと、そういうことは言ってきていないので、

何もこちらから取り越し苦労してどうのこうのと騒ぐことはないというようなことなのだ

ろうなというふうに思いますけれども、それならそれで結構なのであります。そういう病

院の対応によってちょっと今週できないとかなんとかということで、受けたくてもそのと

き受けれなかったとかというようなことで接種人数が減っているということでないのだ

と、あくまでもその人方の町民の方々のご都合で、体制は整っているけれども、受ける人

が少なかったと、こういう話であれば、それは構いませんけれども、ただそんなような報

道がありましたので、大事な命にかかわる部分もありますので、そういう体制というのは

万全にしておかなければならないでしょうし、確かに取り越し苦労してこちらからどうな

のだ、どうなのだとやんややんや言っていくというのも、これも向こうから何も言ってこ

ないのに、それも確かにわかるのですけれども、ただやっぱりどうしても浦幌という地域

柄本別との関係というのですか、絡みはやっぱり避けて通れないところもありますから、

その辺については慎重を期して万全な体制、これだけはぜひとっておいていただきたいと

いうふうに思います。 

 それと、ワクチンの関係であります。これはこんなことになるのかなということで、き

っとお母さん方というか親御さん方もこんな不安なことはないですよね。どの親御さん方

もこういったことの知識なんてないですよね、医療的なこういう知識なんていうのは。こ

ういうワクチンを打って、自分の子どものためにと思ってやったことがこんな最悪な結果
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を迎えてしまうという。このことがまだ原因が確かに不明なのです。不明なときにやっぱ

りできないですよね。いろんな部分でいろんな副作用とか、例えば何万人に１人とかとい

う、そういう不幸な事例があるというようなことも聞くことあるのですけれども、何万人

に１人がたまたま自分だったらどうしようと、やっぱりそういう不安になります、親とし

ては。ですから、この辺の対応というのでしょうか、本当にしっかりとした情報提供した

上で再開するにはしていかないと、この辺は本当に慎重の上にも慎重を期していかなけれ

ばならないと。 

 今のお話ですと町としては国なり道なりのそういう対応の中でそれに沿って事を進めて

いくということでしょうし、それ以上浦幌町としてもなかなかできない部分もあるのでし

ょうけれども、基本的な流れというのでしょうか、形はそういうのだと思います。国が今

調査していることによって、その状況というのでしょうか、そういったものを踏まえた上

で対応していかなければならないと思いますが、浦幌町としてできることというのは、今

言われたように実際に副作用が、じんましんだとか嘔吐した、熱が出たとかと実際に副作

用出ている人なんていうのは特に心配になるのでしょうね、こういう人方は。ですから、

そういう副作用が出ている方々が実際にいるわけですから、この辺の細かなアフターケア

というのは必要でしょうし、いまだに連絡がとれていない方もいらっしゃるということで、

ここら辺も、電話しても出ないということであれば、これもしようがないのかなという気

もしますけれども、でもこのことについては連絡がつかなかったということでいいのかな

という気も本当にします、私は。ですから、この辺については、確かに強制ではないです

から、了解した上で打っていらっしゃるのですけれども、しかしこのことについては、大

変でしょうけれども、細かい対応というものを強く求めたいと思いますし、これからの親

御さんもそうですけれども、今打った人というのは本当に心配だと思うのです。ですから、

この辺について大変なのは了解しますけれども、しっかりと連絡をとった上、不安解消に

私はまだまだ努力をしなければならないのではないかなというふうに思いますので、この

辺の考え方を最後もう一回聞いておきたいなというふうに思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 本別の町立病院との連携の部分につきましては、これからも他のワ

クチンの関係もありますし、そこの部分を含めてですけれども、いろいろ連携も含めて調

整をしながらこれからも協力をいただけるようにお願いをしていきたいというふうに考え

ています。そういう部分では、連携のほうをきちんと保健福祉課としては対応していくと

いうふうな考え方でおりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 また、副反応も親としましては、電話で保健師等が対応していてもこれからほかのワク

チンを打つ場合の不安とかということにもつながってきているというふうなことも聞いて

いますので、そういう部分でもまだ確認とれていない方のところについても早急に確認す

るというふうなことも必要ですけれども、情報として入ってきた正しい情報の部分につい
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てはなるべく早い段階で接種対象者のほうにも知らせていくというふうなことに心がけて

いきたいというふうに思っています。そういう中で、なるべくお母さん方というか、保護

者の方々の不安をなくすような形をとっていきたいというふうに考えておりますし、また

先生方のご意見も聞くというふうなこともしていく必要もあるのかなというふうな思いも

しておりますので、そういうところとも連携をとりながら進めていきたいというふうに考

えております。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 まず、２点ばかりお聞きいたします。 

 22ページの児童措置費の中の子ども手当減額、扶助費の中の598万、これ説明資料により

ますと46人の10カ月分の子ども手当の見込みが少ないということで返金ということなので

すが、これを実施するに当たり、どのような方法で住民に周知して、もし該当者がいるに

もかかわらず返答がないところはその後どのような形でやっていたのかと、46人といった

ら、この小さい町で46人も手当をいただけないというか、該当者がいなかったということ

はどのような理由であるか、これを１点お伺いします。 

 それと、21ページの厚生委員費です。厚生委員費の中の９の旅費、費用弁償というので

すか、48万の減額ということになっておりますが、これ出席人数が減少したということの

説明がありますが、本当に地域の高齢世帯等、障害者や何かの方たちの家庭に厚生委員と

いうか、その方たちの訪問、一度も顔を見たことないと言う住民の方もいらっしゃいます。

それで、非常に行政としてこうして努力して、その地区、地区に民生委員さん等の配置を

していると思いますが、浦幌町の現状として研修等の参加者が少なかったり、そういう委

員になり手がないというようなことがあるのかないのか、現状はどのようなことになって

いるのか報告をお願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 私のほうから子ども手当に関する部分について説明させていただきま

す。 

 まず、子ども手当に関しましては、昨年22年度からスタートした制度でございます。子

ども手当の詳細等が決まってきたのが昨年の３月にうちのほうに通知が来てございます。

その前の段階で案という中で物事を進めてございました。その中で、子どもの数につきま

しては当初560名を見込んでございましたが、現実的には今議員のほうから言われたように

実際は少なかったということでございます。それとあわせまして、周知等につきましては、

パンフレットをつくり、一応住基ネット等で確認できる方すべて、あと児童手当をもらっ

ていた方等を含めてすべての方にご案内を差し上げてございます。また、広報等でも周知

をしてございます。基本的にはうちのほうとしては、議員のほうからありましたように対

象の方でもらえなかった方についてはありません。すべての方に交付をさせてもらってい

ます。ですから、届け出が期限近くなって出てこなかった方につきましては連絡等もとら
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せていただいて、当然権利としていただけるものについて忘れている方もいらっしゃった

と思いますけれども、その辺ついては周知をさせていただいたというでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 厚生委員費の費用弁償の減額の関係でございますけれども、24名の

委員さんがおりますけれども、札幌での宿泊等の研修だとか管内でも宿泊の研修だとか、

そういう部分も年に何回か予定されているところですけれども、そこの中でこちらで予定

していた人数よりもいろいろな都合で参加できなかった方がこちらの予定していたよりも

多かったというふうなことで、そういう研修に行っていただく部分の参加者の関係でこれ

だけの減額をさせていただいたところでございます。地域の高齢者とか障害者等の方への

訪問の部分につきましては、こちらからそれぞれの地区ごとに対象者等の部分については

民生委員さんのほうにご連絡を申し上げておりまして、その中で都合つく中で訪問をして

いただきたいというふうなことで、委員さん方の判断にお任せをしておりますけれども、

各地域のそれぞれの必要なところに訪問していただくというふうなことではお願いをして

おりますけれども、そこの部分については特には費用弁償等は出しておりません。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 子ども手当ということでは了解いたしました。これから新年度にどのような

形で、国会で今審議中でございますので、町村においてはどのような形でおりてくるかわ

かりませんが、これは了解いたしました。 

 民生委員さんのほうなのですが、本当に多忙な中いろいろと委員を引き受けて皆さん一

生懸命やっていらっしゃることはよくわかります。それでも、もう少し、研修や何かも宿

泊ばかりではなく近くの町村等の委員さんとの交流ももちろんやっていらっしゃると思い

ますが、時期的なことも考慮しながら、よりよい密度の濃い研修等をしていただければ民

生委員の方も短い時間でよその民生委員の対応の状況等も把握しながらやっていけるので

はないかなというふうに思います。例えば隣の町のことをちょっとお話ししますと、大体

把握している委員さんがいて、住民の人の目も非常に厳しくて、せっかく民生委員をやっ

ている方にいろんな注文をしながら住民の方も対応していくという、私が今現在把握して

いる状態では個人情報云々ということで対象地域というのですか、対象家庭もよくわかり

ませんし、我々一般の町民からすると民生委員の方はどこの地域で何をやっている方とい

うことが余りぴんとこないというか、民生委員さんに言いたいことがあってもなかなかそ

れを言えないという方が多いのです。そういったことで、もう少しオープンとは言いませ

んけれども、活動内容なんかも皆さんにわかりやすいような状態で新年度もやっていただ

きたいなということで、民生委員さんに負担をなるべくかけないようにはしたいのですが、

よい住民生活を保っていくために民生委員の活動も非常に大事な要素だと思いますので、

これからの新しい年度には何か期待したいなというふうに思っております。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 民生委員の研修等の関係でございますけれども、近隣町村等の研修

につきましては東部４町の中で年１回持ち回りで開催をしながら、お互いの情報交換も含

めてやっているところでございます。また、いろんな研修等の部分につきましても、早目

の周知等の中で多くの委員さんに出席をしてもらうようなことにも対応していきたいとい

うふうに思っています。また、地域の方々への民生委員さんの活動のＰＲということでご

ざいますけれども、昨年12月で民生委員さんがかわられたというふうなところで、そうい

う部分も含めて広報等で周知をしておりますし、また春には民生委員の日というふうなこ

ともありますので、そういう中で民生委員の活動なり、担当地域だとか、そういう部分の

ことも含めて町民の方々には周知をしながら進めていきたいというふうに思っているとこ

ろでございます。そうした部分も含めて、民生委員協議会という組織もありますので、そ

ういう中でどういうふうなことをやっていったらいいかということも含めて協議をしなが

ら進めていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 20ページの民生費の中で13節の委託料について伺います。ただいま同僚議員

の中に一部重複する点があろうかと思いますけれども、この委託料の中で157万2,000円の

更正減、この中で最も多いのは日中一時支援事業が大きな数字で更正減ということになっ

ているわけですけれども、そのほかに相談支援事業36万の更正減、これは相談はなければ

ないほどいいのかなというふうには思いますけれども、いかんせん日中の支援事業に対し

てこれだけの更正減ということはそれだけ該当者が少なかったのか、それにいかない部分

が多かったのか、その辺の内容をちょっと伺っておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 地域生活支援事業の部分につきましては、町村が取り組むべき事業

ということで定められておりますけれども、お話ありましたように相談支援事業及びコミ

ュニケーション事業と生活サポート事業の部分につきましては実績がなかったということ

で減額をさせていただいているところでございます。あと、日中一時支援事業の部分につ

きましては、デイサービスを利用させていただく事業でございますけれども、障害の軽度

の方、重度の方もおられればというふうなことで予算計上していたところですけれども、

軽度、重度の方の利用がなかったというふうなことで、その分について減額をさせていた

だいたという状況でございます。 

〇田村議長 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 今話を伺うと重度の方が思ったより少なくて、このような減額になったとい

うことで、内容的には十分理解できました。しかしながら、まだ声に出せないという言い

方も失礼かと思いますけれども、なかなか支援を受けたくても受けられないお年寄りの方

が結構いるようにも見えます。いろいろな制約なんかもあろうかと思いますけれども、本
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当に人口が減って大変だという町ではございますけれども、それゆえに目の届く町でもあ

ろうかなというふうに思います。そういった中で、町としてきめ細かな手当てといいます

か、心のこもった、そういった支援も必要なのかなと。これは福祉課ばかりでなくして、

町全体がやっていかなければならないとは思いますけれども、福祉課あるいはまちづくり

等も含めて皆さんでやっていくのが行政ではなかろうかなと、こういった点について今後

の取り組み、もっと細かな取り組みとして何か考えているものがあれば伺っておきたいと

思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 今具体的なところでは明確なところでお答えはできませんけれど

も、こういうふうな事業の部分の周知をきちんとしながら今までもやってきておりますけ

れども、さらに事業の周知というところにもきちんと対応、周知をしていくようにしてい

きたいなというふうに思っているところです。また、声にならない声といいますか、利用

したくてもどこにどういうふうな利用があるのかというところの相談ということにもなる

かなというふうに思いますけれども、そういう部分につきましては私らのほうも、広報等

の周知もそうですけれども、民生委員さんや何かとの活動にも協力をしていただきながら、

福祉の制度の部分についても相談に乗れるような状況も含めて取り組んでいければという

ふうに思っているところでございます。また、地域の関係でいけば、保健師だとかの者も

地域に出ていきますので、そういう部分の活動の中でもいろいろ相談に乗っていければと

いうふうに思っているところでございます。また、あと施設的なところではサービスの部

分としてははまなす園もありますし、社会福祉協議会での生活介護といいますか、ヘルパ

ーの派遣とか、そういう部分もありますので、そういうところとも連携を密にとっていき

たいというふうに考えているところでございます。 

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26ページ、５款１項労働諸費から30ページ、

７款１項商工費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 26ページ、５款労働費、１項１目労働諸費80万7,000円を減額し、1,569万

5,000円、７節賃金18万8,000円の更正減、13節委託料61万9,000円の更正減、緊急雇用創出

推進事業委託料61万9,000円の更正減、実績見込みによるものでございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費１万8,000円を減額し、3,169万

6,000円、９節旅費10万2,000円の更正減、費用弁償５万7,000円の更正減、普通旅費４万

5,000円の更正減、11節需用費８万4,000円の追加、消耗品５万6,000円の追加、印刷製本費

２万8,000円の追加、補助事業実績見込みによるそれぞれの更正減、追加でございます。 

 ２目農業総務費３万5,000円を追加し、3,724万9,000円、３節職員手当等３万5,000円の
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追加でございます。 

 ３目農業振興費85万円を減額し、6,553万7,000円、１節報酬９万6,000円の減額、委員報

酬、14節使用料及び賃借料６万円の機械借り上げ料の更正減、19節負担金、補助及び交付

金69万4,000円の更正減、新規就農者営農促進補助金42万7,000円の更正減、農業経営基盤

強化資金貸付事業利子補給補助金13万の更正減、農地流動化資金利子補給補助金13万

7,000円の更正減。いずれも説明資料18ページにございますように実績見込みによるもので

ございます。 

 ４目農業団地センター管理費20万を減額し、612万2,000円、７節賃金20万円の更正減。

説明資料19ページに記載しております。 

 ５目畜産振興費175万8,000円を減額し、1,482万円、19節負担金、補助及び交付金175万

8,000円の更正減、家畜排せつ物処理施設整備事業補助金16万1,000円の更正減、優良肉用

繁殖雌牛導入促進事業補助金60万の更正減、良質粗飼料増産対策事業補助金99万7,000円の

更正減、いずれも説明資料19ページに記載しております。実績見込みによるものでござい

ます。 

 ６目土地改良費91万1,000円を減額し、１億1,131万2,000円、11節需用費19万7,000円、

燃料費19万7,000円の更正減、13節委託料19万8,000円の更正減、保守業務委託料、15節工

事請負費51万6,000円の更正減、工事請負費、それぞれ実績見込み、執行残でございます。 

 次のページをお開きください。７目飲料営農用水対策費11万4,000円を減額し、30万

5,000円、19節負担金、補助及び交付金11万4,000円の更正減、簡易給水施設設置事業補助

金11万4,000円の更正減。説明資料20ページ、実績見込みでございます。 

 ８目道営土地改良費1,607万円を減額し、3,926万9,000円、11節需用費５万円の印刷製本

費の更正減、19節負担金、補助及び交付金1,602万円の更正減、中浦幌地区担い手支援型畑

地帯総合整備事業工事負担金1,256万の更正減、説明資料20ページでございます。幾千世地

区担い手支援型畑地帯総合整備事業工事負担金334万2,000円の更正減、説明資料21ページ

にございます。浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備事業計画樹立負担金11万8,000円の更

正減、説明資料21ページにございます。 

 ９目地籍調査費166万4,000円を減額し、3,479万7,000円、９節旅費８万4,000円、普通旅

費の更正減、13節委託料158万の更正減、地籍測量委託料130万の更正減、地籍図等異動修

正委託料28万の更正減、執行残でございます。 

 ２項林業費、１目林業総務費35万6,000円を減額し、1,379万7,000円、１節報酬９万

6,000円の嘱託員報酬の更正減、３節職員手当等５万円の追加、９節旅費４万4,000円の費

用弁償の更正減、11節需用費5,000円の印刷製本費の更正減、13節委託料11万7,000円の更

正減、森林の管理巡視、調査、計画業務委託料11万7,000円の更正減、18節備品購入費４万

4,000円の更正減、いずれも実績見込み、執行残でございます。19節負担金、補助及び交付

金10万円の更正減、治山林道協会負担金10万円の更正減、実績見込みでございます。 

 ２目林業振興費1,569万6,000円を減じて2,083万6,000円、19節負担金、補助及び交付金
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1,569万6,000円の更正減、森林整備担い手対策事業負担金11万1,000円の更正減、21世紀北

の森づくり推進事業補助金1,477万9,000円の更正減、人工林保育事業補助金34万の更正減、

除伐緊急対策事業補助金35万8,000円の更正減、森林整備地域活動支援交付金10万8,000円

の更正減、いずれも説明資料22ページに記載しております。実績見込みによるところでご

ざいます。 

 ３目林道維持費５万9,000円を減額し、124万1,000円、15節工事請負費３万9,000円、16節

原材料費２万円、いずれも更正減、いずれも実績見込みによるものでございます。 

 ５目林道上厚内線改良事業費30万7,000円を減額し、1,024万3,000円、７節賃金３万円の

更正減、13節委託料、測量調査委託料24万の更正減、15節工事請負費３万7,000円の更正減、

いずれも執行残でございます。 

 ３項水産業費、１目水産業総務費、1,000円を追加し、813万9,000円、３節職員手当等

1,000円。 

 ２目水産業振興費144万7,000円を減額し、2,201万6,000円、11節需用費８万円、修繕料

の減額、14節使用料及び賃借料30万、機械借り上げ料の更正減、19節負担金、補助及び交

付金106万7,000円、厚内漁港整備事業負担金106万7,000円の更正減、いずれも実績見込み

によるところでございます。 

 ７款１項商工費、１目商工振興費154万3,000円を減額し、9,474万2,000円、３節職員手

当等１万3,000円追加、19節負担金、補助及び交付金155万6,000円の更正減、太陽光発電シ

ステム設置補助金100万円の更正減、木質ペレットストーブ購入費補助金55万6,000円の更

正減、木質の関係につきましては２件ございまして、あとは実績見込みにより更正減する

ものでございます。 

 ２目観光費582万7,000円を減額し、１億5,705万5,000円、工事請負費582万7,000円の更

正減、留真温泉に係るボイラー、コテージ等の執行残でございます。 

 ３目工業対策費９万6,000円を減額し、472万1,000円、９節旅費９万6,000円、普通旅費

の更正減でございます。実績見込みによるところでございます。 

 以上で商工費までの説明を終わらせていただきます。 

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。 

 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 29ページ、林業振興費の21世紀北の森づくりの補助金1,477万9,000円減、当

初事業量の半分もいっていないということです。ここら辺の内容について細かくまず説明

を１点いただきたいと思います。 

 それと、もう一点、商工振興費の補助金、この部分の太陽光とペレットの補助金であり

ます。ペレットについては、今言われましたけれども、２件ほどあったということですけ

れども、太陽光は100万ということですから、ゼロ、一件もなかったということであります。

これはせっかくこういう新たな事業として取り組んだのですけれども、辛うじてペレット

２件あったのだけれども、太陽光はゼロだったという、この辺が町民にとって太陽光のこ
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ういう、世の中の流れとしてはそういう流れなのですけれども、浦幌にとってはこういっ

た需要が町民にはないのか、もしくは宣伝不足なのか。この辺来期の部分もありますよね、

だから今回まるっきりゼロだったということに対してどういう考えを持っているのか、そ

の辺を踏まえてまた次、23年度予算ということにもつながっていくと思うのですけれども、

この辺ある程度総括をされた上で23年度に向かっていくのかなという気がいたしますけれ

ども、まず今年度についてのこの辺の考え方についても伺っておきたいと思います。 

 以上２点お願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 まず、林業振興費の21世紀北の森づくり推進事業補助金の更正減の内容

でございますが、これにつきましては昨年マイマイガによりまして当初予定しておりまし

た森林組合等の種苗が食害を受けまして、これが予定量確保ができないということから約

30ヘクタール余り執行できなかったという内容でございます。また、もう一点、当初植栽

計画をしておりました所有者が急遽やめたいという話がありまして、これが約20ヘクター

ル計画を中止されたということの減となっております。それから、補助面積、この21世紀

北の森づくり推進事業の補助条件がありまして、３ヘクタール以上の施工については該当

しないという中身で、当初申し込みしていた方で該当しないという方が約35ヘクタールば

かり出たということから、この３点を合わせましてこの金額の減額ということになってお

ります。当初150ヘクタールの予定が今言った内容等を含めまして64ヘクタールの実施とい

うことで、実際には減額ということの内容でございます。 

 それから、商工費の太陽光発電システムの設置補助金、それから木質ペレットストーブ

の購入費補助金の関係でございますが、これにつきましては22年度から太陽光発電システ

ムを普及させようということから予算化をしております。実際にはゼロということでござ

いますが、原因を検証しますとＰＲ不足もあったのかなと思いますけれども、ただ問い合

わせ等がありまして、８件ほどありまして、それについていろいろ町の補助内容等も説明

した中で、なかなか踏ん切りがつかないで実施をできなかったという方が実際にはおりま

す。これについての整備費が住宅用でございますと200万円近くかかって、その中で町の分

が20万円という形の中で、元を取るまでの期間が長くかかってというのもありまして、な

かなか踏ん切りがつかなかったという面がございます。それから、ペレットストーブにつ

きましても、実績は２件ということでございますが、今後ペレットストーブを使いたいと

いうことで、住宅以外にも使えるものがありまして、それを何とかできないかという問い

合わせ等がありまして、現在要綱の中ではなかなか補助できないという形をとっておりま

すので、住宅以外の店舗、住宅、それから農家等にも使えるようなペレットストーブもあ

るということも聞いておりますので、そこら辺を整備しながら今後やっていきたいなとい

うふうに思っております。いずれにしましても、この２つの補助金につきましては新年度

等も見ておりますけれども、太陽光発電につきましても新たに新年度４月以降に新築され
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る方で何とかやりたいなという方も今現在聞いております。それから、ペレットストーブ

についても、今言ったような内容で今丸々ゼロという形ではないということから、使いや

すいような要綱を整備しながら進めてまいりたいなというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 まず、林業振興のこちらのほうですけれども、今言われたようにマイマイガ

の影響があった。また、キャンセルがあった。マイマイガの影響という部分、私は林業で

マイマイガの影響でそれによってどういうことになるのかなというところがわかりません

けれども、それはわかります。ただ、急にキャンセルがあったと、これも森林所有者の都

合でありますからキャンセルになるのはしようがないところもあるのでしょうけれども、

しかしキャンセルになったのであれば、また何か次というのでしょうか、キャンセルにな

ったからしようがないということではなくて、せっかくの補助金が半分もいかないという、

こういう状況というのは、林業を何とか議員としても１次産業の林業についてもぜひいろ

んな部分で振興策を図りたいということで、例えば今中学校でも何でも、そういうところ

でもできるだけ地元の木を使ってくれとかというようなことの中でせっかくそういう取り

組みをしている中において、実質の事業主体は森林組合さんのほうにお願いしているとい

うような説明でしたけれども、そこら辺は町としてもこういう理由だったからしようがな

いのですよということではなくて、キャンセルになったり、ほかは本当になかったのかど

うなのかというようなことでもっと積極的な取り組みをして、せっかくのこの部分を有効

に地域にお金を落としていくような形というものの努力が必要だろうし、それと先ほど３

ヘクタール以上は対象にならないという説明もありましたけれども、こんなこと最初から

決まっていることで、だから当初からそういうところが事業計画で150ヘクタールに入って

いたということが、これはどっちかといったら有利にならないのではないかなと、私なん

かはそんな感じを受けるのです。 

 いろんな理由つけることはあれなのですけれども、私たちはこういうせっかくのお金を

地域に落とすと、地域活性化させたいという、この大目標というか、基本的な考え方のも

とでいますから、できるだけこういったものは事業主体である森林組合さんと、預けて終

わりということになってしまっているのではないかなという、私そんな心配をするのです。

ですから、もっと密接に連携をとりながら、せっかくついたお金を有効に使っていくとい

う、この部分。使えなかったら戻さなければ、一般会計にでも繰り入れて、あとほかのも

のに使えるというのならいいのですけれども、戻さなければならないわけですから、こん

ないたましい話はないなと。少なくても当初の事業の半分もいっていないなんていう、こ

んなことには私はならないというふうに思うのです。ですから、森林組合さんともしっか

りと監督、指導もしながら、こんなことが起きないように、事業の半分もいかなかったで

すからこれだけですよなんていう、こんなことのないようにしっかりと担当として課のほ

うからも指導していただいて、こういうことのないように、この辺は私強く求めたいなと
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いうふうに思いますので、この辺の答弁をもう一度お願いします。 

 それと、もう一点、太陽光、また木質ペレットもいろいろ問い合わせはあったと、興味

を持っている人はいるみたいだと。しかし、20万円の補助に対して200万円ということで、

元を取るのにという、この部分で最後の一歩が出ないのだというようなお話がありました

けれども、これが本当に最後の一歩が出ないのだったら、20万という、ほかを見ても大体

このぐらいなのですけれども、いろいろ地域的な部分はあるのでしょうけれども、せっか

くつけたってゼロというのは、これが例えば25万だったら背中押せるのかどうなのかとい

うことだと思う。せっかくつけたってゼロでは全く意味ない話ですし、今ペレットのほう

についても家庭から農家さんですか、そういうとこら辺で要綱を整備して広げるというこ

とですよね。やっぱりそうすべきです、使ってもらうように。先ほど委員長報告もありま

したけれども、ペレット工場だって町の予算を6,000万も何千万もかけてつくっているわけ

ですから、これを有効に使わない手はないのです。それが有効に使われなかったら、何の

ためにあそこに、一企業に何千万も金かけたのだということになると思います。ですから、

だれにも制約設けることなく、地域地域によっていろんな状況があるでしょうから、要綱

は地域に合った要綱をきちっと整備して、もっと使いやすいような、浦幌町の、よそがこ

うだから浦幌もこうではなくて、浦幌にとって使いやすい、そういう要望があるのであれ

ば、私はどんどん要綱も整備しながら、変えながら、せっかくですから多くの人に利用し

ていただくというような形をとっていただきたいと思います。 

 それで、もう一つ、最後に、太陽光もそうなのですけれども、先ほどＰＲ不足もちょっ

とあるかもしれないなというお話もありましたけれども、例えば浦幌の電気屋さんとか、

そういうところとの連携というのですか、そこは商売なわけだから、そこに話をすれば、

できれば工事、従業員も地元でやってもらいたいですよね。ですから、そういう業者との

きちっとした連携、お金つけていますから、あとどうぞということではなくて、この20万

も地域に落ちたほうがいいわけですから、そういうような業者との連携がうまくとれてい

るのかどうなのかという、こういうことも私は大事なことだろうと、そういう利用者がど

んどん、町が営業というのもあれですけれども、業者がどんどん営業して歩けばいいので

す。その後押しを町がこの補助金でするのですから、町民と業者と役場と、ここら辺がど

うもうまくつながっていないのではないのかなというような、そんな気がちょっとしてい

ます。ですから、せっかくこういういいことやっているものがそういう業者も含めてうま

く町民に伝わっていないのでないのかなという気が本当にしますので、使い勝手を整備す

るという、そういう環境整備は町の仕事でしょうけれども、そういうことをした上で業者

なりそういったことも含めてもっともっとアピールをしていく必要というものがあるのか

なと。ですから、新年度に向けて、せっかくの予算がまた来年も実績ゼロだったなんてい

うことにならないように、いろんな要綱があるのだったらそれも整備して、せっかくのこ

とですから、ぜひ前へ前へと進めていただきたいなと思います。この点も含めて２点、答

弁願いたいと思います。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 林業振興の関係でございますけれども、確かにこの予算が半分にも満た

ないということについては、先ほど言った原因だけではないかなというふうには感じてお

りますけれども、林業業界はなかなか回復しないという中で、山を持っている所有者につ

いても今やって、この先何十年もということが頭をよぎるのではないかと、いうことも踏

まえておるのではないかというふうに思っております。ただ、町といたしましても森林組

合とも十分連携をしてはおりますけれども、森林組合と所有者との関係がまだまだ密にな

るような形で町も一緒に中に入って今後また進めてまいりたいなと考えておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 また、次のペレットストーブ、太陽光発電システムの関係でございますが、ＰＲ不足と

いうのは否めないのかなというふうに思っております。ただ、昨年、22年度初めてやった

補助事業でございますので、近隣市町村の話も聞きますけれども、浦幌町までは波及をし

てこなかったというのが残念かなと思っております。要綱整備は今年、新年度に向けてや

るということで拡大をしていきたいなと、これは強く思っております。また、ＰＲ不足に

ついても、今考えておりますのは先ほど委員さんがおっしゃられたような形をとっていく

のが当然でありますけれども、産業団体、それから商工会、それから漁組、農協等と事務

レベルの中で各組合員さん、会員さんにお話をしてもらいながら取りまとめできるような

形をとっていければと今考えておりますので、なるべくゼロにならないということを考え

まして新年度に向けてやりたいなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

〇田村議長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、次に30ページ、８款１項土木管理費から36ページ、

11款２項農林水産施設災害復旧費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 30ページ、８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費42万8,000円を

減額し、2,220万3,000円、13節委託料42万8,000円の更正減、道路台帳修正委託料42万

8,000円の更正減、執行残でございます。 

 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費828万5,000円を減額し、6,182万7,000円、18節備

品購入費817万9,000円の更正減、除雪費の機械の購入の執行残でございます。27節公課費

10万6,000円、自動車重量税の10万6,000円の実績見込みによる更正減でございます。 

 ３目道路建設補助事業費1,760万を減額し、１億4,860万2,000円、13節委託料28万

9,000円、橋梁点検委託料28万9,000円の更正減、15節工事請負費1,620万3,000円、北栄大

通ほか３路線に係る執行残の見込みでございます。17節公有財産購入費110万8,000円の更

正減、公有財産購入費の更正減でございます。 
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 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、11万2,000円、１節報酬２

万8,000円の更正減、委員報酬の更正減でございます。 

 ２目公共下水道費499万2,000円を減額し、２億155万4,000円、28節繰出金499万2,000円

の更正減、公共下水道特別会計繰出金499万2,000円の更正減。 

 ４目まちづくり交付金事業費810万円を減額し、２億3,595万9,000円、15節工事請負費

810万円の更正減、この関係につきましては留真温泉に係る執行残でございます。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費60万9,000円を減額し、4,623万9,000円、３節職員手当等11万

9,000円の更正減、13節委託料49万の更正減、住宅施策基礎調査委託料49万の執行残でござ

います。 

 次のページをお開きください。９款１項消防費、１目常備消防費332万9,000円を減額し、

２億2,106万円、19節負担金、補助及び交付金332万9,000円の更正減、東十勝消防事務組合

負担金本部共通費６万5,000円の更正減、浦幌消防署費326万4,000円の更正減。２目非常備

消防費580万円を減額し、1,985万8,000円、19節負担金、補助及び交付金580万円の更正減、

東十勝消防事務組合負担金浦幌消防団費580万の更正減。３目消防施設費54万を減額し、

150万円、19節負担金、補助及び交付金54万円の更正減、東十勝消防事務組合負担金浦幌消

防施設費54万円の更正減。この関係につきましては、説明資料20ページから23ページに記

載しております。なお、この補正予算の37ページから39ページに参考、東十勝消防事務組

合一般会計の浦幌町分の歳入歳出に係る補正に関する実績見込みに関する詳細が載ってお

りますので、ごらんおき願いたいと思います。説明は省略させていただきます。 

 ４目災害対策費30万5,000円を減額し、208万2,000円、11節需用費７万5,000円、修繕料、

12節役務費23万、通信運搬費、実績見込みによる更正減でございます。 

 10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費47万円を減額し、6,088万7,000円、４節共

済費47万の更正減。 

 ２項小学校費、１目学校管理費105万6,000円を減額し、7,097万7,000円、７節賃金11万

9,000円の更正減、９節旅費３万7,000円の普通旅費の更正減、11節需用費50万円の光熱水

費の更正減、12節役務費25万の更正減、手数料、15節工事請負費15万の更正減、いずれも

実績見込み、執行残による更正減でございます。 

 ２目教育振興費74万5,000円減額し、892万円、19節負担金、補助及び交付金24万5,000円

の更正減、学校教育推進事業奨励費交付金５万円の更正減、学校スケートリンク造成費交

付金９万5,000円の更正減、学校教育研究活動事業交付金10万円の更正減、いずれも実績見

込みによるところの更正減でございます。20節扶助費50万円、要、準要保護児童学用品等

扶助費50万円の更正減、これも実績見込みによる更正減でございます。 

 ３目特別支援教育振興費21万を減額し、163万6,000円、１節報酬21万円の更正減、特別

支援教育支援員嘱託報酬21万の更正減、実績見込みによる更正減でございます。 

 ４目簡易水道プール管理費15万2,000円を減額し、80万1,000円、11節需用費14万2,000円

の更正減、消耗品４万8,000円の更正減、光熱水費７万円の更正減、修繕料２万4,000円の
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更正減、12節役務費１万円の更正減、手数料１万円の更正減、いずれも実績見込みによる

更正減でございます。 

 ５目学校保健費10万1,000円を減額し、266万6,000円、９節旅費1,000円、普通旅費1,000円

の更正減、20節扶助費10万円の更正減、要、準要保護児童生徒医療費扶助費10万円の更正

減、いずれも実績見込みによる更正減でございます。 

 ３項中学校費、１目学校管理費175万2,000円を減額し、5,180万9,000円、１節、75万円

の更正減、心の教室相談員嘱託報酬75万の更正減、説明資料24ページに記載しております。

７節賃金15万円の更正減、実績見込みによる更正減でございます。 

 次のページをお開きください。８節報償費10万2,000円の追加でございます。説明資料

24ページに記載しております。11節需用費50万、光熱水費、更正減、12節役務費10万円の

更正減、通信運搬費５万円の更正減、手数料５万円の更正減、13節委託料21万4,000円の保

守業務委託料の更正減、18節備品購入費14万円の更正減、いずれも実績見込みによる更正

減でございます。 

 ２目教育振興費120万3,000円を減額し、1,094万7,000円、１節報酬50万円の更正減、外

国語指導助手報酬50万円の更正減、19節負担金、補助及び交付金20万3,000円、対外競技出

場交付金20万3,000円の更正減、20節扶助費50万の更正減、要、準要保護生徒学用品等扶助

費50万円の更正減、いずれも実績見込みによる更正減でございます。 

 ３目特別支援教育振興費5,000円を減額し、152万8,000円、９節旅費5,000円の更正減、

費用弁償の5,000円の実績見込みによる更正減でございます。 

 ４目スクールバス管理費101万9,000円を減額し、6,567万5,000円、11節需用費65万の更

正減、燃料費35万の更正減、修繕料30万の更正減、12節役務費10万の更正減、手数料の更

正減でございます。18節備品購入費23万3,000円の備品購入費の更正減、27節公課費３万

6,000円、自動車重量税の３万6,000円の更正減、いずれも実績見込みによる更正減でござ

います。 

 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費14万4,000円の減額をいたしまして7,093万4,000円、７

節賃金14万4,000円の賃金の更正減、説明資料24ページに記載しております。 

 ５項社会教育費、１目社会教育総務費５万9,000円を追加し、3,900万3,000円、８節報償

費５万9,000円、報償費５万9,000円の追加、説明資料25ページに記載しております。 

 ２目公民館運営費6,000円を減額し、2,552万4,000円、14節使用料及び賃借料6,000円の

更正減、自動車借り上げ料6,000円の更正減、実績見込みによる更正減でございます。 

 ７目図書館管理費313万9,000円を減額し、3,024万円、２節給料242万6,000円の更正減、

３節職員手当等49万1,000円の更正減、４節共済費47万4,000円の更正減、７節賃金14万

3,000円の更正減、11節需用費39万5,000円の追加、燃料費33万6,000円の追加、光熱水費５

万9,000円の追加、説明資料25ページに記載しております。 

 ６項保健体育費、１目社会体育総務費208万2,000円を減額し、597万8,000円、２節給料

175万8,000円の更正減、３節職員手当等39万の更正減、４節共済費36万6,000円の更正減、
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19節負担金、補助及び交付金43万2,000円の追加、スポーツフェスタ参加負担金２万5,000円

の更正減、青年等対外競技出場奨励費補助金45万7,000円の追加、説明資料25ページから

26ページに記載しております。 

 ２目社会体育施設費117万3,000円を減額し、１億361万6,000円、11節需用費90万円の更

正減、修繕料30万円の更正減、光熱水費60万の更正減、実績見込みによる更正減でござい

ます。15節工事請負費27万3,000円の更正減、工事請負費の執行残でございます。 

 ３目給食センター管理費271万4,000円を減額し、8,570万7,000円、７節賃金42万の更正

減、11節需用費163万6,000円の更正減、燃料費34万7,000円の更正減、印刷製本費２万

2,000円の更正減、賄い材料費126万7,000円の更正減、12節役務費10万1,000円の手数料の

更正減、13節委託料１万8,000円、検便検査委託料１万8,000円の更正減、15節工事請負費

53万9,000円の工事請負費の更正減でございます。いずれも実績見込み、執行残でございま

す。 

 11款災害復旧費、２項農林水産施設災害復旧費、２目水産業施設災害応急費15万を減額

し、35万円、19節負担金、補助及び交付金15万円の更正減、立木処理負担金15万円の更正

減。 

 以上で一般会計補正予算の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますよ

うお願いします。 

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 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。 

（「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挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩いた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。 
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午後 ２時３８分  休憩 

午後 ３時００分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第１４ 議案第１６号 

〇田村議長 日程第14、議案第16号 平成22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。 

 説明を求めます。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 40ページをお開きください。議案第16号 平成22年度浦幌町町有林野特

別会計補正予算。 

 平成22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479万3,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ１億1,618万9,000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23年３月７日提出、浦幌町長。 

 今回の補正につきましては、事業の確定による減額補正と造林補助金、財産売払収入の

追加補正及び工事請負費の減額補正をするものです。 

 第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 42ページをお開きください。歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括は省略させてい

ただきます。 

 ２、歳入、１款道支出金、１項道補助金、１目造林補助228万9,000円を追加し、6,535万

7,000円、１節造林補助、造林補助金444万9,000円の追加でございます。これにつきまして

は、平成23年、翌年度の地ごしらえ分を当年度、平成22年度に町単独費で先行実施してい

る分につきまして今年度から平成22年度の補助として取り扱うことになったための追加で

ございます。３節森林整備加速化・林業再生事業補助金216万円の更正減でございます。こ

れにつきましては、湧洞路網整備の入札執行残の減額296万3,000円と基金間伐実施面積増

による増額80万9,500円の差し引きによる計の減額でございます。 

 ２款財産収入、２項財産売払収入、１目不動産売払収入273万2,000円を追加し、2,953万

2,000円、１節立木売払収入の追加でございます。木材売り払いの額の確定によりまして増

額となっております。 

 ３款繰入金、２項１目基金繰入金1,710万1,000円を減額し、ゼロ円でございます。１節
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基金繰入金の更正減でございます。 

 ４款１項１目繰越金589万8,000円を追加し、589万9,000円、１節前年度繰越金の追加で

ございます。 

 ５款諸収入、１項１目雑入138万9,000円を追加し、139万円、１節雑入の追加でございま

す。これにつきましては、ニトリ北海道応援基金が今まで補助対象になっていなかった造

林、植栽に対しても補助対象となったため101万5,000円の追加並びに送電線の支障木伐採

補償費37万4,000円の追加の内容でございます。 

 44ページをお開きください。３、歳出、１款１項１目財産管理費1,607万3,000円を追加

し、3,103万4,000円、３節職員手当等38万3,000円の更正減、期末、勤勉手当38万3,000円

の更正減、13節委託料34万4,000円の更正減、町有林管理委託料の執行残でございます。25節

積立金1,680万円の追加、基金積立金の追加でございます。 

 ２款１項財産造成費、１目造林費2,086万6,000円を減額し、7,529万3,000円、15節工事

請負費2,086万6,000円の更正減、事業量確定及び執行残による更正減でございます。内容

につきましては、当初天然林の広葉樹の自力施工による間伐を予定しておりましたが、木

材等の価格の変動により収支利益が見込めず、事業の中止をしたためでございます。面積

につきましては12.48分であります。それから、次年度植栽予定地の地ごしらえ工事の中で

現地条件、急傾斜地がありまして崩落の危険が非常に高いということから事業の中止をし

ております。これが約９ヘクタールであります。それから、湧洞路網整備工事の入札執行

残、それと工事執行に係る入札執行残、合計2,086万6,000円の減額となっております。 

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

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挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１５ 議案第１７号 

〇田村議長 日程第15、議案第17号 平成22年度浦幌町模範牧場特別会計補正予算を議題

といたします。 

 説明を求めます。 
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 産業課長。 

〇前田産業課長 45ページをお開きください。議案第17号 平成22年度浦幌町模範牧場特

別会計補正予算。 

 平成22年度浦幌町の模範牧場特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ1,810万2,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ9,670万3,000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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成23年３月７日提出、浦幌町長。 

 今回の補正につきましては、指定管理者制度導入によりまして平成23年１月１日から指

定管理者に移行したことに伴い、補正するものであります。歳入歳出ともに、平成22年４

月１日から12月31日までの額が確定したことにより減額補正するものであります。なお、

歳入の雑入では、平成21年度畜産対象で備品として購入いたしました育成牛４頭の売り払

い代金及び指定管理者制度移行前に購入いたしました飼料代等の１月から３月までの分を

指定管理者から返金納入してもらうもので、増額となっております。 

 46ページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括は省略させていただきます。 

 48ページをお開きください。２、歳入、１款使用料及び手数料、１項使用料、１目牧場

使用料2,512万8,000円を減額し、8,447万1,000円、１節牧場使用料で夏季入牧料１万

9,000円の増、冬期舎飼い料2,353万3,000円の減、哺育育成料161万4,000円の減でございま

す。これの内容につきましては、夏季入牧頭数、当初12万3,750頭が12月末現在で12万

2,975頭、775頭の減であります。冬期舎飼いにつきましては、当初見込みが11万5,537頭が

12月末現在７万2,917頭、４万2,620頭の減、哺育育成が当初６万240頭が12月末４万9,161頭

の実績で1,179頭の減となっております。 

 ２項手数料、１目捕縛手数料51万5,000円を減額し、178万5,000円、捕縛料の更正減でご

ざいます。これにつきましても人工授精、当初700頭が12月末現在438頭、262頭の減、入退

牧900頭が12月末909頭、９頭の増となっております。 

 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金９万7,000円を減額し、3,000円、

基金利子確定による更正減でございます。 

 ４款諸収入、１項１目雑入763万8,000円を追加し、860万1,000円、１節雑入の追加でご

ざいます。これにつきましては、飼料代等の金額確定による指定管理者からの返還685万

9,000円、これにつきましては需用費の中の１月から３月までに使用されている飼料代等を

12月までに支出したものでありまして、内容につきましては冬期舎飼い、哺育に係る配合

飼料90日分、299万4,750円と現在在庫しているラップサイレージ2,100個分、386万4,000円

を返還してもらうものであります。 
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 49ページをお開きください。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費

785万8,000円を減額し、862万円、１節報酬、委員報酬１万5,000円、更正減、２節給料、

給料246万3,000円、更正減、３節職員手当等154万5,000円の更正減、扶養手当７万8,000円

の更正減、管理職手当24万6,000円の更正減、期末、勤勉手当93万2,000円の更正減、寒冷

地手当13万2,000円の更正減、住居手当９万円の更正減、通勤手当６万7,000円の更正減、

４節共済費136万5,000円の更正減、共済組合納付金69万8,000円の更正減、共済組合特別負

担金5,000円の更正減、退職手当組合納付金51万3,000円の更正減、地方公務員災害補償基

金負担金1,000円の更正減、社会保険料13万1,000円の更正減、雇用保険料１万6,000円の更

正減、非常勤職員公務災害補償組合負担金1,000円の更正減、７節賃金34万2,000円の更正

減、９節旅費10万7,000円の更正減、費用弁償5,000円の更正減、普通旅費10万2,000円の更

正減、11節需用費41万7,000円の更正減、消耗品費２万1,000円の更正減、燃料費７万円の

更正減、食糧費2,000円の更正減、光熱水費29万4,000円の更正減、修繕料３万円の更正減、

12節役務費17万7,000円の更正減、通信運搬費16万9,000円の更正減、手数料8,000円の更正

減、14節使用料及び賃借料、事務機借り上げ料15万7,000円の更正減、19節負担金、補助及

び交付金９万4,000円の更正減、家畜管理研究会負担金2,000円の更正減、電波利用料

2,000円の更正減、入牧牛互助会補助金９万円の更正減、25節積立金、基金積立金117万

6,000円の更正減。 

 ２款施設費１項１目施設管理費1,019万4,000円を減額し、8,808万3,000円、２節給料

387万3,000円の更正減、３節職員手当等133万6,000円の更正減、扶養手当５万9,000円の更

正減、時間外勤務手当46万3,000円の更正減、期末、勤勉手当18万8,000円の更正減、寒冷

地手当27万1,000円の更正減、住居手当19万5,000円の更正減、通勤手当16万円の更正減、

４節共済費182万7,000円の更正減、共済組合納付金97万2,000円の更正減、共済組合特別負

担金１万9,000円の更正減、退職手当組合納付金83万2,000円の更正減、地方公務員災害補

償基金負担金4,000円の更正減、７節賃金39万5,000円の更正減、９節旅費、普通旅費８万

3,000円の更正減、11節需用費、修繕料１万5,000円の更正減、12節役務費13万7,000円の更

正減、手数料９万5,000円の更正減、自動車損害共済保険料１万円の更正減、自動車損害賠

償責任保険料３万2,000円の更正減、14節使用料及び賃借料22万4,000円の更正減、機械借

り上げ料21万6,000円の更正減、施設借り上げ料8,000円の更正減、16節原材料費５万

1,000円の更正減、18節備品購入費126万9,000円の更正減、これにつきましては当初牧草運

搬用のタイヤと、それからトラクター用のバッテリー、それから軽トラックの購入を予定

しておりましたが、いずれも執行しておりません。27節公課費98万4,000円の更正減、自動

車重量税２万5,000円の更正減、消費税95万9,000円の更正減。 

 ３款１項１目予備費５万円を減額し、ゼロ円でございます。 

 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。 

 ７番、河内議員。 
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〇河内議員 今課長のほうからいろいろ説明あったわけですけれども、私も全部きっちり

メモできないというようなところがありますし、またほかの議員においても数字的なとこ

ろで頭数などきっちり把握できないところがあると思いますので、大変申しわけないけれ

ども、今口頭で申し上げた要点は資料として後でいただきたいなと思うのですけれども、

よろしいでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 今申し上げました数字、入牧頭数ということでよろしいでしょうか。 

〇河内議員 そうです。その辺を基本に要点をお願いします。 

〇前田産業課長 後でお渡しできると思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１６ 議案第１８号 

〇田村議長 日程第16、議案第18号 平成22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。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 52ページをお開き願いたいと思います。議案第18号 平成22年度浦幌町

国民健康保険事業特別会計補正予算。 

 平成22年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計補正予算（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245万円を減額し、歳入歳出の総額を

歳入歳出それぞれ９億1,893万4,000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。 
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 平成23年３月７日提出、浦幌町長。 

 第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略させていただきます。 

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

も省略させていただきます。 

 本補正予算につきましては、保険税の最終賦課決定、被保険者療養給付費の実績見込み

等に伴います給付費の補正に係るものでございます。それに伴いまして、国庫支出金、療

養給付費交付金等の補正をするものでございます。また、あわせまして共同事業拠出金等

の額の確定、特定健康診査、保健事業の実施見込み並びに平成21年度分の療養納付費の負

担金等の確定に伴いまして補正するのが主な内容でございます。内容といたしましては、

説明資料28ページから31ページに記載してございます。 

 次の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3,110万円を追加し、２億4,040万、１節医療給付費分現年課税分1,820万円

の追加、２節後期高齢者支援分現年課税分490万円の追加、３節介護納付金分現年課税分

380万円の追加、４節医療給付費分滞納繰越分330万円の追加、５節後期高齢者支援分滞納

繰越分40万円の追加、６節介護納付金分滞納繰越分50万円の追加、このことにつきまして

は説明資料28ページに記載のとおりでございます。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税250万円を追加し、800万3,000円、１節医療給付費分

現年課税分160万円の追加、２節後期高齢者支援分現年課税分40万円の追加、３節介護納付

金分現年課税分50万円の追加、それぞれ説明資料につきましては28ページに記載のとおり

でございます。 

 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482万3,000円を減額し、２

億220万3,000円、１節現年度分804万円の更正減でございます。内訳としましては、療養給

付費等負担金798万2,000円の更正減、介護納付金負担金５万8,000円の更正減、２節過年度

分321万7,000円の追加でございます。療養給付費等の負担金の過年度分の追加でございま

す。 

 ２目高額医療費共同事業負担金33万9,000円を減額し、723万7,000円、１節高額医療費共

同事業負担金の33万9,000円の更正減でございます。説明資料29ページに記載のとおりでご

ざいます。 

 ２項国庫補助金、１目財政調整交付金3,359万1,000円を減額し、1,000万円、１節財政調

整交付金、財政調整交付金の3,359万1,000円の更正減でございます。説明資料29ページに

記載してございます。 

 ３款１項１目療養給付費等交付金431万2,000円を追加し、2,818万2,000円、１節現年度

分、療養給付費等交付金の431万2,000円の追加でございます。説明資料29ページに記載の

とおりでございます。 

 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33万9,000円を減額し、

723万7,000円、１節高額医療費共同事業負担金33万9,000円の更正減でございます。説明資
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料29ページに記載してございます。 

 ２項道補助金、１目財政調整交付金26万6,000円を追加し、3,680万円、１節財政調整交

付金26万6,000円の追加でございます。説明資料30ページに記載してございます。 

 次のページをお開き願います。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1,250万1,000円を追加し、3,550万1,000円、１節高額医療費共同事業交付金、共同事業

交付金の1,250万1,000円の追加でございます。説明資料につきましては、29ページに記載

してございます。 

 ２目保険財政共同安定化事業交付金1,034万4,000円を減額し、9,065万6,000円、１節保

険財政共同安定化事業交付金1,034万4,000円の更正減でございます。説明資料につきまし

ては、29ページに記載してございます。 

 ８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金1,819万5,000円を追加し、8,296万

4,000円、１節保険基盤安定軽減分繰入金67万9,000円の更正減でございます。２節保険基

盤安定支援分繰入金89万5,000円の追加でございます。３節その他一般会計繰入金1,797万

9,000円の追加でございます。 

 次、２項基金繰入金、１目基金繰入金2,188万8,000円を減額し、2,608万8,000円、１節

基金繰入金、国民健康保険事業基金繰入金の2,188万8,000円の更正減でございます。 

 次、３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費７万6,000円を追加し、2,726万

3,000円、19節負担金、補助及び交付金７万6,000円の追加でございます。これにつきまし

ては、レセプトシステム最適化負担金の７万6,000円の追加でございます。説明資料28ペー

ジに記載してございます。 

 ２項徴税費、１目賦課徴収費22万円を減額し、214万4,000円、19節負担金、補助及び交

付金、十勝市町村税滞納整理機構負担金の22万円の更正減でございます。説明資料28ペー

ジに記載してございます。 

 ２款保険給付費、２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費218万8,000円を追加し、

6,218万8,000円、19節負担金、補助及び交付金、一般被保険者高額療養費払いの218万

8,000円の追加でございます。説明資料29ページに記載してございます。 

 ３目一般被保険者高額介護合算療養費80万円を減額し、20万円、19節負担金、補助及び

交付金、一般被保険者高額介護合算療養費の80万円の更正減でございます。説明資料29ペ

ージに記載してございます。 

 ３款１項１目後期高齢者支援金17万9,000円を追加し、9,308万5,000円、19節負担金、補

助及び交付金17万9,000円の追加でございます。後期高齢者支援分19万円、病床転換支援金

１万1,000円の更正減でございます。説明資料は、30ページに記載してございます。 

 次のページをお開き願いたいと思います。６款１項１目介護納付金16万8,000円を減額

し、4,795万9,000円、19節負担金、補助及び交付金、介護納付金の16万8,000円の更正減で

ございます。説明資料30ページに記載してございます。 

 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135万6,000円を減額し、
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2,894万9,000円、19節負担金、補助及び交付金、高額療養費共同事業拠出金の135万6,000円

の更正減でございます。説明資料30ページに記載してございます。 

 ３目保険財政共同安定化事業拠出金339万2,000円を減額し、9,880万9,000円、19節負担

金、補助及び交付金、保険財政共同安定化事業拠出金339万2,000円の更正減でございます。

説明資料30ページに記載してございます。 

 ８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費130万8,000円を減額し、445万2,000円、

13節委託料、特定健診等委託料の130万8,000円の更正減でございます。説明資料30ページ

に記載してございます。 

 ２項保健事業費、１目保健衛生普及費36万6,000円を減額し、250万9,000円、13節委託料、

総合健診業務委託料81万8,000円の更正減、インフルエンザ予防接種委託料45万2,000円の

追加、合わせまして36万6,000円の更正減でございます。説明資料30ページ、31ページに記

載のとおりでございます。 

 ９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金271万7,000円を追加し、738万

8,000円、23節償還金、利子及び割引料、過年度分に係ります償還金でございますが、271万

7,000円の追加でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１７ 議案第１９号 

〇田村議長 日程第17、議案第19号 平成22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。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 62ページをお開き願いたいと思います。議案第19号 平成22年度浦幌町

後期高齢者医療特別会計補正予算。 

 平成22年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第３回）は次に定めるところに
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よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ6,945万2,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成23年３月７日提出、浦幌町長。 

 第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略させていただきます。 

 次のページをお開き願いたいと思います。歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括に

つきましても省略させていただきます。 

 本補正予算につきましては、職員手当の一般会計からの繰入金の補正内容となってござ

います。 

 ２、歳入、２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金２万円を追加し、2,926万

1,000円、１節事務費繰入金、事務費繰入金の２万円の追加でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費２万円を追加し、532万3,000円、

３節職員手当等、扶養手当の２万円の追加でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１８ 議案第２０号 

〇田村議長 日程第18、議案第20号 平成22年度浦幌町介護保険特別会計補正予算を議題

といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 66ページをお開き願いたいと思います。議案第20号 平成22年度浦幌町

介護保険特別会計補正予算。 
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 平成22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1,228万3,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ５億7,765万4,000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23年３月７日提出、浦幌町長。 

 第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略させていただきます。 

 次のページをお開き願いたいと思います。歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括に

つきましても省略させていただきます。 

 本補正予算につきましては、介護認定事務及び保険給付費並びに地域支援事業等の実績

見込みによる補正でございます。それに伴いまして、国庫支出金、道支出金、交付金等の

補正が主な内容でございます。説明資料につきましては、32ページから34ページのとおり

でございます。 

 次のページをお開き願いたいと思います。２、歳入、２款国庫支出金、１項国庫負担金、

１目介護給付費負担金164万4,000円を減額し、8,809万8,000円、１節現年度分、介護給付

費国庫負担金の164万4,000円の更正減でございます。説明資料32ページに記載してござい

ます。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金266万3,000円を減額し、4,332万2,000円、１節調整交

付金、調整交付金の266万3,000円の更正減でございます。 

 ２目地域支援事業交付金26万6,000円を減額し、456万9,000円、１節介護予防事業現年度

分、介護予防事業現年度分に係ります26万6,000円の更正減でございます。 

 両目の説明資料につきましては、32ページ、33ページのとおりとなってございます。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金160万5,000円を減額し、7,657万

9,000円、１節現年度分、介護給付費道負担金の160万5,000円の更正減でございます。説明

資料32ページのとおりでございます。 

 ３項道補助金、１目地域支援事業交付金13万3,000円を減額し、228万4,000円、１節介護

予防事業現年度分の13万3,000円の更正減でございます。説明資料につきましては、33ペー

ジのとおりでございます。 

 ４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金300万円を減額し、１億5,419万9,000円、

１節現年度分300万円の介護給付費交付金の更正減でございます。 

 ２目地域支援事業交付金31万9,000円を減額し、199万7,000円、現年度分、地域支援事業

交付金31万9,000円の更正減でございます。 

 両目の説明資料につきましては、32ページ、33ページのとおりでございます。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金224万9,000円を減額し、１億1,234万

円、１節介護給付費繰入金、介護給付費の繰入金の125万円の更正減でございます。２節地
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域支援事業繰入金75万7,000円の更正減でございます。内訳としましては、介護予防事業繰

入金13万3,000円、包括的支援事業・任意事業繰入金の62万4,000円の更正減でございます。

３節職員給与費等繰入金10万2,000円の更正減でございます。４節事務費繰入金、事務費繰

入金の14万円の更正減でございます。説明資料につきましては、32ページ、33ページのと

おりとなってございます。 

 ２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金40万4,000円を減額し、ゼロ円、１節介護給

付費準備基金繰入金の40万4,000円の更正減でございます。説明資料につきましては、32ペ

ージのとおりでございます。 

 次のページをお開き願いたいと思います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１

目一般管理費9,000円を追加し、1,646万円、２節給料11万6,000円の追加、３節職員手当等

10万7,000円の更正減でございます。 

 ３項介護認定審査会費、２目認定調査費14万を減額し、73万3,000円、13節委託料、認定

調査委託料の14万円の更正減でございます。説明資料32ページのとおりでございます。 

 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180万円を減

額し、１億2,120万円、19節負担金、補助及び交付金、居宅介護サービス等給付費保険者負

担金180万円の更正減でございます。 

 ３目地域密着型介護サービス等給付費50万円を減額し、9,450万円、19節負担金、補助及

び交付金、地域密着型介護サービス等給付費保険者負担金の50万円の更正減でございます。 

 ４目施設介護サービス等給付費500万円を減額し、２億2,500万円、19節負担金、補助及

び交付金、施設介護サービス等給付費保険者負担金500万円の更正減でございます。説明資

料につきましては、32ページ、33ページに記載のとおりでございます。 

 ２項１目高額介護サービス等費70万円を減額し、1,130万円、19節負担金、補助及び交付

金、高額介護サービス等費負担金の70万円の更正減でございます。説明資料33ページに記

載してございます。 

 ４項１目特定入所者介護サービス等費200万円を減額し、3,000万円、19節負担金、補助

及び交付金、特定入所者介護サービス等費保険者負担金の200万円の更正減でございます。

説明資料33ページに記載のとおりでございます。 

 ４款１項地域支援事業費、１目介護予防事業費106万2,000円を減額し、665万8,000円、

７節賃金24万5,000円の更正減、12節役務費、通所型介護予防事業参加者傷害見舞金制度保

険料に係りまして２万2,000円の更正減でございます。13節委託料62万5,000円の更正減、

通所型介護予防事業委託料53万5,000円、特定高齢者把握事務委託料９万円の更正減でござ

います。14節使用料及び賃借料、自動車借り上げ料の17万円の更正減でございます。説明

資料33ページ、34ページに記載のとおりでございます。 

 ２目任意事業費25万円を減額し、437万5,000円、20節扶助費、家族介護慰労金25万円の

更正減でございます。説明資料34ページに記載のとおりでございます。 

 ３目包括的支援事業費48万5,000円を減額し、2,625万円、共済費11万1,000円の更正減、
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報償費６万円の更正減でございます。９節旅費29万円の更正減、12節役務費、手数料２万

4,000円の更正減でございます。説明資料34ページに記載のとおりでございます。 

 ５款１項基金積立金、１目介護給付費準備基金等積立金35万5,000円を減額し、258万

3,000円、25節積立金、介護給付費準備基金積立金35万5,000円の更正減でございます。説

明資料33ページに記載してございます。 

 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挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１９ 議案第２１号 

〇田村議長 日程第19、議案第21号 平成22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。 

 説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 議案第21号 平成22年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算。 

 平成22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379万6,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ２億7,842万円とする。 

 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23年３月７日提出、浦幌町長。 

 第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 次のページ、歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましても省略させていた

だきます。 

 今回の補正予算の内容につきましては、診療報酬収入の実績見込みによる補正並びに歳
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出におきましては診療所管理経費及び看護師等の人件費の実績見込みに伴う精算、出来高

に伴う検査委託料、使用料及び賃借料の補正の内容でございます。 

 次のページ、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853万6,000円

を減額し、１億1,919万2,000円、１節一般会計繰入金853万6,000円の更正減でございます。 

 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入474万円を追加し、１億5,132万円、１節保険診療収

入400万円の追加、３節自賠責収入26万円の更正減、４節自由診療収入230万円の追加、５

節健康診査収入130万円の更正減、いずれも実績見込みによる補正でございます。 

 ３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費27万5,000円を追加し、4,382万6,000円、

11節需用費33万5,000円の追加、内容は説明資料35ページに記載のとおりでございます。

12節役務費６万円の更正減、通信運搬費、電話料でございます。 

 ２目医業費407万1,000円を減額し、１億9,040万8,000円、２節給料５万1,000円の追加、

４節共済費102万3,000円の更正減、７節賃金130万円の更正減、以上人件費でございます。

11節需用費150万円の追加、医薬材料費でございます。13節委託料129万9,000円の更正減、

成果実績による減でございます。14節使用料及び賃借料200万円の更正減、酸素供給装置貸

与の患者数が少なかったこと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。 

（「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21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挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２０ 議案第２２号 

〇田村議長 日程第20、議案第22号 平成22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。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 80ページをごらんください。議案第22号 平成22年度浦幌町公共下水道

特別会計補正予算。 

 平成22年度浦幌町の公共下水道特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところによる。 
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 （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875万5,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ３億2,235万4,000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。 

 （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23年３月７日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表は省略させていただきます。 

 次のページをお開きください。第２表、地方債補正、変更、補正後で申し上げます。起

債の目的、下水道事業、限度額2,620万円、公共下水道事業、限度額2,620万円、計2,620万

円。補正前に比べ220万円の減額であります。起債の方法、利率、償還の方法は、補正前と

同じであります。 

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

 84ページをごらんください。このたびの補正につきましては、下水道使用水量増に伴う

使用料の追加補正と公共下水道事業の額の確定による補助金、町債並びに歳出執行残の減

額補正をするものであります。 

 ２、歳入、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58万4,000円を追

加し、6,885万円、現年度における公共下水道使用料の追加であります。 

 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214万7,000円を減額し、

2,340万3,000円、公共下水道事業費国庫補助金の額の確定による更正減であります。 

 ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金499万2,000円を減額し、２億155万

4,000円、一般会計繰入金の更正減であります。 

 ８款１項町債、１目公共下水道事業債220万円を減額し、2,620万円、公共下水道事業債

の額の確定による更正減であります。 

 次のページをごらんください。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費19万円を減額し、187万9,000円、普通旅費、消費税の更正減であります。 

 ２項施設管理費、１目管渠管理費13万3,000円を減額し、384万9,000円、13節委託料、管

渠等清掃業務委託料の執行残による更正減であります。 

 ２目処理場管理費124万円を減額し、2,615万3,000円、11節需用費、消耗品費14万円の更

正減、光熱水費60万円の更正減、修繕料40万円の更正減、これにつきましては執行残によ

るものでございます。12節役務費、手数料につきましても同じく執行残による更正減であ

ります。 

 ２款事業費、１項１目下水道建設費719万2,000円を減額し、5,452万7,000円、13節委託

料70万7,000円、更正減、15節工事請負費648万5,000円、更正減、これらは入札執行残にお

ける事業費確定による更正減であります。 



 － 66 － 

 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22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挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２１ 議案第２３号 

〇田村議長 日程第21、議案第23号 平成22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。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 86ページをごらんください。議案第23号 平成22年度浦幌町個別排水処

理特別会計補正予算。 

 平成22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588万円を減額し、歳入歳出の総額を

歳入歳出それぞれ4,765万2,000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23年３月７日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表は省略させていただきます。 

 次のページをお開きください。第２表、地方債補正、変更、補正後で申し上げます。起

債の目的、下水道事業、限度額840万円、個別排水処理施設整備事業、限度額840万円、計

840万円。補正前に比べ620万円の減額であります。起債の方法、利率、償還の方法は、補

正前に同じであります。 

 次のページの歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括は省略させていただきます。 
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 90ページをごらんください。このたびの補正につきましては、排水処理施設使用水量増

に伴う使用料金の追加補正と個別排水処理施設整備事業の額の確定による町債及び歳出執

行残の減額補正をするものであります。 

 ２、歳入、２款使用料及び手数料、１項使用料、１目排水処理施設使用料15万6,000円を

追加し、960万1,000円、現年度分における排水処理施設使用料の追加であります。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金16万4,000円を追加し、2,666万

8,000円、一般会計繰入金の追加であります。 

 ７款１項町債、１目個別排水処理施設整備事業債620万円を減額し、840万円、個別排水

処理施設整備事業債の額の確定による更正減であります。 

 次のページをごらんください。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費10万円を減額し、23万2,000円、消費税の更正減であります。 

 ２目普及推進費35万円を減額し、167万1,000円、水洗便所改造等補助金の執行残による

更正減であります。 

 ２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費43万円を減額し、1,759万3,000円、保守

業務委託料の執行残による更正減であります。 

 ２款事業費、１項１目個別排水処理施設建設費500万円を減額し、1,100万円、工事請負

費の執行残による更正減であります。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第23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挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２２ 議案第２４号 

〇田村議長 日程第22、議案第24号 平成22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。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 92ページをごらんください。議案第24号 平成22年度浦幌町簡易水道特
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別会計補正予算。 

 平成22年度浦幌町の簡易水道特別会計補正予算（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2,022万5,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ４億2,197万4,000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。 

 （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23年３月７日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表は省略させていただきます。 

 95ページをごらんください。第２表、地方債補正、変更、補正後で申し上げます。起債

の目的、簡易水道事業、限度額１億1,960万円、計１億1,960万円。起債の方法、利率、償

還の方法は、補正前と同じであります。 

 この補正につきましては、現年度における貴老路地区及び下浦幌地区道営営農用水事業

費の町負担金分と簡易水道事業費の額の確定による変更で1,070万円の減額となっており

ます。なお、貴老路地区道営営農用水事業につきましては、今年度で事業完了となります。 

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

 97ページをごらんください。このたびの補正につきましては、水道使用水量増に伴う水

道使用料金及び消費税等確定申告にかかわる還付金、また簡易水道事業費の額の確定に伴

う国庫補助金の追加補正並びに町債及び歳出執行残の減額補正をするものであります。 

 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596万円を減額し

て1,554万円、水道管移設工事負担金の額の確定による更正減であります。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料520万7,000円を追加して１億

5,220万円、現年度における水道使用料の追加であります。 

 ２項手数料、１目簡易水道手数料22万円を追加して29万円、給水工事設計審査手数料の

追加であります。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目簡易水道事業費補助金150万5,000円を追加して

1,700万5,000円、簡易水道事業費の額の確定による国庫補助金の追加であります。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金1,595万9,000円を減額して１億

986万2,000円、一般会計繰入金の交付税減であります。 

 ６款諸収入、１項１目雑入546万2,000円を追加し、546万3,000円、消費税等確定申告に

かかわる還付金の追加であります。 

 次のページをお開きください。７款１項町債、１目簡易水道事業債1,070万円を減額し、

１億1,960万円、簡易水道事業債の額の確定による更正減であります。 

 次のページをごらんください。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理
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費464万5,000円を減額して2,473万5,000円、扶養手当並びに消費税の更正減であります。 

 ２款１項事業費、１目給水事業費1,558万円を減額し、１億7,507万8,000円、９節旅費、

13節委託料、15節工事請負費、16節原材料費、22節補償、補填及び賠償金につきましては、

執行残による更正減であります。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第24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挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第24号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。 

 お諮りをいたします。あす３月８日から３月10日までの３日間、議事の都合により休会

とし、３月11日午前10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３月８日から３月10日までの３日間休会とし、３月11日午前10時から本会

議を開くことに決定をいたしました。 

 

    ◎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 ４時１０分 


