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平成２７年第１回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

平成２７年３月９日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 ３時５９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 行政報告（町長） 

 日程第 ６ 承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２６年度浦幌町一般会計補正予算） 

 日程第 ７ 議案第６６号 浦幌町債権管理条例の制定について 

 日程第 ８ 議案第 ３号 浦幌町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例の制 

              定について 

 日程第 ９ 議案第 ４号 浦幌町地域包括支援センターの職員に係る基準及び運営等 

              に関する基準を定める条例の制定について 

 日程第１０ 議案第 ５号 浦幌町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営の基準等 

              に関する条例の制定について 

 日程第１１ 議案第 ６号 浦幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の 

              一部改正について 

 日程第１２ 議案第 ７号 非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の一部改正につ 

              いて 

 日程第１３ 議案第 ８号 浦幌町行政区設置条例の一部改正について 

 日程第１４ 議案第 ９号 浦幌町行政手続条例の一部改正について 

 日程第１５ 議案第１０号 教育長の給与及び旅費並びに勤務時間に関する条例の一部 

              改正について 

 日程第１６ 議案第１１号 浦幌町職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第１７ 議案第１２号 浦幌町立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正について 

 日程第１８ 議案第１３号 浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例の一部 

              改正について 

 日程第１９ 議案第１４号 浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関する条例 

              の一部改正について 

 日程第２０ 議案第１５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 
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              改正について 

 日程第２１ 議案第１６号 浦幌町介護保険条例の一部改正について 

 日程第２２ 議案第１７号 十勝圏複合事務組合規約の変更について 

 日程第２３ 議案第１８号 町道路線の認定について 

 日程第２４ 議案第１９号 平成２６年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第２５ 議案第２０号 平成２６年度浦幌町町有林野特別会計補正予算 

 日程第２６ 議案第２１号 平成２６年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算 

 日程第２７ 議案第２２号 平成２６年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 日程第２８ 議案第２３号 平成２６年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第２９ 議案第２４号 平成２６年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算 

 日程第３０ 議案第２５号 平成２６年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算 

 日程第３１ 議案第２６号 平成２６年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算 

 日程第３２ 議案第２７号 平成２６年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 

〇出席議員（１１名） 

    １番  関  井  雅  明     ２番  差  間  正  樹 

    ３番  安  藤  忠  司     ５番  二  瓶     隆 

    ６番  福  原  仁  子     ７番  森     秀  幸 

    ８番  杉  江     博     ９番  河  内  富  喜 

   １０番  阿  部     優    １１番  髙  橋  利  一 

   １３番  田  村  寛  邦 

 

〇欠席議員（１名） 

   １２番  野  村  俊  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   鈴  木  宏  昌 

     ま ち づ く り 政 策 課 長   菅  原     敏 

          町 民 課 長      泉        初 

     保健福祉課長   熊  谷  晴  裕 

          産 業 課 長      大  山  則  幸 
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     施 設 課 長   新  川  寿  雄 

     上浦幌支所長   横  田  孝  志 

     会 計 管 理 者   小 路 谷  守  昌 

          診療所事務長      佐  藤  勇  人 

 

    教育委員会 

     教 育 委 員 長   松  田  泰  一 

          教  育  長      久  門  好  行 

     教 育 次 長   山  本  輝  男 

 

    農業委員会 

     会    長   小  川  博  幸 

          事 務 局 長      吉  田  裕  明 

 

    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   前  田     勇 

     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11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27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 これより本日の会議を開きます。 

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

します。 

 

    ◎議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 杉江委員長。 

〇杉江議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。 

 平成27年第１回浦幌町議会定例会の運営について、３月２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。 

 委員会には委員全員出席のもと、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。 

 本定例会に提出される議案は、承認１件、付託事件の委員会審査報告１件、一般議案16件、

平成26年度補正予算案９件、平成27年度予算案９件、議長提出発委２件、発議、意見書等

であります。 

 一般質問は13日を予定しており、通告期限は10日午前12時までにお願いをいたします。

また、本定例会中の13日にはナイター議会を予定しておりますが、一般質問を実施するこ

とといたしましたので、理事者、職員の皆様にもご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 以上の内容を踏まえ、会期は本日３月９日より18日までの10日間でお願いいたします。 

 本日の日程は、諸般の報告、行政報告に続き承認第２号、続いて議案第66号、付託事件

の委員会審査報告、次に一般議案第３号から第18号まで16件、平成26年度補正予算９件の

審議を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、議事録署名議員につきましては、順番に指名されるよう議長に申し入れておりま

す。 

 以上、議会運営委員会において協議をした結果であります。議員各位のご賛同賜ります

ようお願い申し上げまして、議会運営委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 会議録署名議員の指名 



  - 5 -  

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、５番、二瓶隆議員、６番、福

原仁子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18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18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。 

〇前田議会事務局長 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27年２月23日付で町長並びに教育委員会委員長、

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27年２月13日から平成27年３月８日までの議長等の動静及び議員の派遣結果

報告並びに監査委員から提出のあった平成26年11月分から平成27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 行政報告 

〇田村議長 日程第５、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27年２月13日から平成27年３月８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。 

 次に、その他につきまして、コミュニティバス導入にかかわる実証調査運行の実施結果

について報告をさせていただきます。平成26年第２回臨時会において報告いたしましたが、

コミュニティバス導入の可否判断について、平成26年度に有償による３カ月間の実証調査

運行を実施した後、本格導入するかどうかを判断することとしておりました。今般その３

カ月間の実証調査運行の結果がまとまりましたので、その調査結果と今後のコミュニティ

バス導入の考え方について報告いたします。 

 今回の実証調査運行は、平成26年10月１日から平成27年１月10日まで、乗車１回当たり
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の運賃を100円に設定し、実施いたしました。昨年10月１日から10月31日までは、従前の実

証調査運行と同様、市街地内を１日６便、留真温泉行きが１日１便運行する定時定路線の

循環型、11月10日から本年１月10日までは市街地内を７時から14時30分までの間、留真温

泉行きが14時30分から利用者の予約に応じて自宅と目的地までを運行する予約型で運行い

たしました。 

 詳細な調査結果は、別途配付いたしました浦幌町平成26年度実証調査結果をごらんいた

だきたいと存じますが、循環型バスの市街地内は27日間運行し、期間中113人、１日平均

4.2人が利用されました。25年10月実施時には１日平均6.3人、26年２月実施時は１日平均

12.6人が利用されていますので、それぞれ2.1人、8.4人減少しています。留真温泉行きも

同じく27日間運行し、期間中38人、１日平均1.4人が利用されました。平成26年２月実施時

は１日平均7.1人が利用されていますので、5.7人減少しています。予約型の市街地内は50日

間運行し、期間中100人、１日平均2.0人が利用されました。留真温泉行きも同じく50日間

運行し、期間中60人、１日平均1.2人が利用されました。26年10月実施の循環型と比較して

も減少しています。これは、乗車するために必要となる事前予約に関して、予約方法がわ

からない、予約は面倒といった不安感や先入観などから利用を差し控えたのではないかと

推測しています。 

 今後のコミュニティバス導入の考え方については、実証調査運行の循環型、予約型、い

ずれにしても利用者数は低迷し、毎日市街地内を運行するバス交通を導入することは、費

用対効果の面からも困難であると判断いたしました。ただ、実証調査運行の結果からも明

らかなように、市街地内においてバス交通を必要とされる方が少なからずいることから、

患者輸送路線バスと留真温泉無料バスの一部とを再編、統合し、市街地内を週２回程度運

行する新たなコミュニティバスを導入することといたしました。このコミュニティバスは、

現在患者輸送路線バスにおいて利用者が限定されているものを、誰もが利用目的にかかわ

らず利用できるように再編成するものです。 

 運賃は無償とし、運行方式は町が運行車両を購入し、購入したバスを運行を委託する事

業者に無償で貸し付け、町が立てた運行計画に沿って運行を行う方式を予定しています。

今後詳細な運行計画を策定し、平成28年度中に新たなコミュニティバスの運行開始を目指

します。なお、町民の方の移動手段確保対策は本再編成をもって完了したわけではなく、

常に町民の方の移動ニーズに応えられるよう必要な見直し、改善を図ってまいります。 

 以上、コミュニティバス導入に係る実証調査運行の実施結果について報告をいたします。 

 以上で行政報告とさせていただきます。 

〇田村議長 これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第６ 承認第２号 

〇田村議長 日程第６、承認第２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。 
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 提出者からの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 議案第１ページをお開き願います。あわせて説明資料１ページをお開き

願います。 

 承認第２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、平成26年度浦幌町一般会計補正予算について、

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

 平成27年３月９日提出。 

 専決処分書。 

 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する。 

 平成27年２月25日、浦幌町長。 

 記、平成26年度浦幌町一般会計補正予算、別紙のとおり。 

 本専決処分につきましては、一般会計補正予算の内容でございます。 

３ページをごらんおき願います。 

 平成26年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成26年度浦幌町の一般会計補正予算（第12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800万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ67億3,517万5,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 本補正の内容につきましては、今冬の除雪対策における除雪費の追加補正を伴うもので

ございます。 

 予算書４ページ、５ページ、第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略をさせてい

ただき、また歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括につきましても省略をさせていた

だきます。 

 ６ページをお開き願います。２、歳入、17款繰入金、２項１目基金繰入金800万円を追加

し、１億45万3,000円。 

 ３、歳出、８款土木費、２項道路橋梁費、２目道路維持事業費800万円を追加し、１億158万

3,000円は、説明資料１ページに記載のとおり、除雪費の対策にかかわります追加補正でご

ざいます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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。 

 ２番、差間議員。 

〇差間議員 質問いたします。 
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 ただいまの町内の雪のたまった状態は、町民からもかなり苦情が出ておりまして、それ

でまた今晩あたりから強い雨と暖かい雪が、湿った雪が降ることが予想されております。

ただいま町内の状況を見ますと、交差点を車で通過する際に非常に見通しが悪くなってご

ざいます。この補正予算に関しまして質問は、ただいま町内の交差点の状況、それから住

宅の近くの歩道の状況の除雪を全部見たものなのでしょうか。それとも、今後降る雪に対

してのものなのでしょうか、質問いたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 ただいまのご質問なのですが、今回の補正予算は今までの現行予算はト

ータル19回出動しています。それに加えて、除雪３回、それと排雪１回という予算を組ま

させていただいています。その中で、予算を専決していただいた後２回ほど出ています。

今回の雪、あしたからあさって予想されますけれども、市街地の排雪につきましては既に

先週の月曜日から行いまして、徐々にやっております。ただ、量がいつもの３倍程度あり

ます。そういうわけで、まだ時間が相当かかります。随時今主要な道路、スクールゾーン

を中心にやっておりまして、公共施設、そしてもちろん住宅地も視野に入れましてやって

いる状況でありますけれども、ただ時間が必要としますので、予算的にもその分について

は当然確保した中身でやっておりますので、もう少し時間を必要としますので、ご了承願

いたいと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 今の説明を聞いて大変安心しましたが、やはりお年寄りの方たちが自分の家

の周り、この歩道が全く歩けないということで困っているのだという苦情は大変出ており

ます。また、私たちが町内を回ってみましても、本当に交差点の通過が危険な状況で、間

違っても事故が起きないように、この予算を使いまして、除雪はもちろん、排雪にはしっ

かりと当たってくださるように要望いたしまして、質問を終わります。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 今差間議員の心配されたように、特に交差点、道道も含めまして危険な

状態のところあります。それで、土現のほうにも私のほうから先週その辺のところを事情

を説明しまして、ともにやっていこうということで、排雪はできないのですけれども、一

部奥に引っ込めるというのですか、そういった作業もしていただきながら調整をとってお

りますので、また町道につきましても交差点、特に承知していますので、危険なところに

ついては先にその辺も進めたいと思います。今後とも排雪作業につきましてはきちんとし

た対応をとっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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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。 

 これより承認第２号を採決いたします。 

 本件を承認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、本件は承認することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第７ 議案第６６号 

〇田村議長 日程第７、議案第66号 浦幌町債権管理条例の制定についてを議題といたし

ます。 

 本件は、平成26年12月１日開会の第４回町議会定例会で総務文教厚生常任委員会に審査

を付託された事件であります。 

 これより委員長の報告を求めます。 

 福原委員長。 

〇福原総務文教厚生常任委員長 平成27年２月23日。 

 浦幌町議会議長、田村寛邦様。 

 総務文教厚生常任委員会委員長。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、浦幌町議会会議

規則第77条の規定により報告します。 

 記、事件の番号、議案第66号、件名、浦幌町債権管理条例の制定について、審査の結果、

原案可決。 

 審査の内容と経過。平成26年12月１日開会の平成26年第４回浦幌町議会定例会に提案さ

れた議案第66号 浦幌町債権管理条例の制定については、同日付で本委員会に付託されま

した。 

 その後、平成27年１月19日と２月13日の２日間にわたり本委員会を開催し、町理事者を

初め関係職員の詳細な説明を求めながら慎重に審査しました。 

 本条例の提案については、行財政改革プラン2011の取り組み項目、未収金の収納率向上

及び収納対策の強化に掲げ、滞納金徴収事務プロジェクトを中心に条例の必要性を検討し、

町の債権全般の管理について職員共通の認識を持ち、その手法を共有し、法令に基づき確

実な債権の回収に努めるという基本姿勢を明確化し、徴収手続や回収不能となった債権の

取り扱いの基準を定め、さらなる債権管理の適正化を図るため条例を制定するものです。 

 審査に当たっては、制定する条例の内容について質疑が行われ、主なものとしては滞納
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金徴収事務プロジェクト会議で審議してきた内容及び経過、現在取り扱う公債権及び私債

権の区分整理の状況、条例制定後における滞納金徴収事務プロジェクトの役割、督促の現

状と今後の取り組み、保証人に対する履行請求、延滞金徴収の処理、債権放棄に係る議会

への報告とその方法、債権管理に係る対応部署と職員の配置、条例施行までのスケジュー

ルと職員研修実施の考え方について確認いたしました。 

 町としては、滞納金徴収事務プロジェクト会議を庁内に立ち上げ、滞納者対策に取り組

んできたが、さまざまな課題等もあり研修会なども開催しながら研さんしていく中で、債

権管理条例の必要性を感じ本条例の提案となった。 

 公債権及び私債権の一覧と区分整理については、恒常的に発生するものとして掲載して

おり、雑入と臨時的に発生する債権は、その都度どの債権になるかを検証し、進めること

としているため掲載していない。 

 今後の滞納金徴収事務プロジェクトの役割については、滞納者の生活実態の把握、他課

の連携、放棄に係る協議などを担うと位置づけている。 

 督促の現状としては、全ての債権において実施しており、今後も引き続き行う。 

 保証人に対する履行請求については、現在住宅使用料で連帯保証人をつけており、滞納

の通知も送付しているが、強制執行までには至っていない。連帯保証人に対しては、十分

な説明をするよう現在も取り組んでいる。 

 延滞金については、法律や他の条例に定めがあるものはその率により、それ以外のもの

は債権管理条例の率によることとし、町民に対しては納付書送付の際にお知らせしていく。

債権の放棄に係る議会への報告は年度ごとに取りまとめ、６月定例会で行政報告により行

う。債権管理に係る対応部署については、新たな係等は設けず、それぞれ所管課の責任に

おいて処理する。事前の職員研修の実施の考え方については、年度内は滞納金徴収事務プ

ロジェクトの担当者を対象として行い、施行後速やかに全職員を対象として実施するとの

説明があった。 

 なお、本委員会としては、全職員共通認識のもと、条例を施行するに当たっては年度内

に全職員を対象とした研修の実施について求めた。 

 以上、本委員会における審査内容の一端を報告するとともに慎重に審査した結果、全会

一致で結論を見た。 

 以上、本委員会において審査した内容と経過を説明し、原案を可決すべきものと決しま

したので、ご報告申し上げ、委員会報告といたします。 

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。 

 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66号を採決いたします。 

 この議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

 委員長の報告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、議案第66号は委員長の報告のとおり原案可決と決定いたしました。 

 

    ◎日程第８ 議案第３号 

〇田村議長 日程第８、議案第３号 浦幌町保育の必要性の認定に関する基準を定める条

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７ページをごらん願います。議案第３号 浦幌町保育の必要

性の認定に関する基準を定める条例の制定について。 

 浦幌町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例を次のように定める。 

 平成27年３月９日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例。 

 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。説明資料の２ページをごらん願います。浦幌町保育の必要性の認

定に関する基準を定める条例説明資料。 

 １の制定の趣旨でございますが、平成27年４月に施行される子ども・子育て支援新制度

では、特定教育・保育施設（幼稚園・認可保育所等）の利用を希望する場合は、子ども・

子育て支援法第20条第１項の規定により市町村が行う教育、保育の必要性の認定を受ける

ことになります。これに伴い、小学校就学前子どもの保護者は市町村に対し、教育、保育

を受ける資格等の認定を申請し、その認定を受けなければならないことから、保育の必要

性の認定に関する基準を定めるため条例を制定するものでございます。 

 ２の条例の内容でございますが、子ども・子育て支援法第20条第１項の規定に基づき、

保育の必要性の認定に関する基準を本条例で制定するものでございます。 

 第１条は、制定の趣旨について規定しております。 

 第２条は、保育の必要性の認定について規定しております。子ども・子育て支援法第20条

第１項で、市町村は保育の必要性の認定をすることとなっています。子ども・子育て支援

法第19条第１項では、その認定の区分を１号から３号まで定めておりますので、本条例に

おいて保育の必要性の認定の基準を第２条において定めております。 

 表をごらん願います。第１号認定は、３歳以上で、教育を希望する場合、いわゆる幼稚

園を希望する方を認定するものです。 

 ２号認定は、３歳以上で、保育の必要な事由に該当する、いわゆる議案書８ページの条
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例第２条の１号から12号に該当し、保育の利用の希望する方を認定するものです。 

 また、３号認定は、３歳未満で、保育の必要な事由に該当し、保育所の利用を希望する

方を認定するものです。 

 なお、本条例第２条第１号の規則で定める時間以上労働することを常態とすることとは、

保育の必要性があると認める保護者の労働時間のことを述べており、別途制定いたします

浦幌町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則で定めることとしまして、

規則で定めることとする保護者の労働時間は月48時間以上といたしました。これは、国が

示す保護者の労働時間の下限基準となるものでございます。 

 ３の施行期日につきましては、平成27年４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。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第９ 議案第４号 

〇田村議長 日程第９、議案第４号 浦幌町地域包括支援センターの職員に係る基準及び

運営等に関する基準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９ページをごらん願います。議案第４号 浦幌町地域包括支

援センターの職員に係る基準及び運営等に関する基準を定める条例の制定について。 

 浦幌町地域包括支援センターの職員に係る基準及び運営等に関する基準を定める条例を

次のように定める。 

 平成27年３月９日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町地域包括支援センターの職員に係る基準及び運営

等に関する基準を定める条例。 

 本条例の提案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３ページをごらん願います。浦幌町地域包括支援センタ



  - 13 -  

ーの職員に係る基準及び運営等に関する基準を定める条例説明資料。 

 １の制定の趣旨でございますが、これまで介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」

という。）第115条の46第２項及び地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第１項の

規定に基づき、浦幌町地域包括支援センター設置条例（平成18年浦幌町条例第39号）に必

要な事項を定め運営を行ってきましたが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の

推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成26年法律第51号）の制定に伴い法の

一部が改正され、地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに

関する基準について、条例で定めなければならないこととされたため制定するものでござ

います。 

 ２の条例の内容でございますが、このたびの条例提案は、国が示している基準に従い制

定するものでございます。①は、基本方針を第２条で規定しています。職員が各被保険者

の状況等に応じた介護給付を初めとする必要な各種サービス等を受けられるよう支援をす

ることについて規定しています。②は、職員に関する基準を第３条で規定しております。

地域包括支援センターに従事する職種及び員数について規定しています。③は、運営に関

する基準を第４条で規定しております。第３条に規定する職員が各種サービス等への支援

における地域包括支援センターの運営については、運営協議会の意見を踏まえた運営を行

うことについて規定しております。 

 ３の施行期日でございますが、平成27年４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４号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１０ 議案第５号 

〇田村議長 日程第10、議案第５号 浦幌町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営の

基準等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。 

 保健福祉課長。 



  - 14 -  

〇熊谷保健福祉課長 議案書11ページをごらん願います。議案第５号 浦幌町指定介護予

防支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の制定について。 

 浦幌町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例を次のように定

める。 

 平成27年３月９日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営の基準

等に関する条例。 

 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。説明資料の４ページをごらん願います。浦幌町指定介護予防支援

等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例説明資料。 

 １の制定の趣旨でございますが、これまで介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」

という。）及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年省令第37号。以下「基準」

という。）に基づき地域包括支援センターにおいて介護予防支援の各種事業を行ってきまし

たが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律（平成26年法律第51号）の制定に伴い法及び基準の一部が改正され、介護予防

支援に関する基準については条例で定めなければならないことから制定するものでござい

ます。 

 ２の条例の内容でございますが、このたびの条例提案は国が示している基準に従い制定

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６章から成り、第１条

から第35条までの本則で構成しています。主な条例の内容につきましては、第１章は第１

条から第３条に総則を定め、①は基本方針として第２条に指定介護予防支援の事業を行う

に当たり利用者の状況等に配慮し、各種サービス等の提供を行うとともに、公正中立を保

ち地域における事業者等との連携に努めることについて規定しております。第２章は、②

になります。人員に関する基準を第４条、第５条に定め、指定介護予防支援事業における

従事者の職種及び員数について規定しております。第３章は、③になります。運営に関す

る基準を第６条から第30条に定め、指定介護予防の事業提供を行うに当たり利用申込者等

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とともに、運営規程、事務処

理及び関係書類の整備管理、各種相談における秘密保持及び適切な対応を行うことを規定

しております。第４章は、④になります。介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を第31条から第33条に定め、介護予防支援に係る介護予防サービス提供に当たり、保

健医療、福祉等に関する情報の提供により、利用者等の意向等を踏まえたサービス提供計

画の作成等をし、状況に応じた支援について行うことについて規定しております。第５章

は、⑤になります。基準該当介護予防支援に関する基準を第34条に定め、指定介護予防支

援事業所以外の介護予防支援事業所によるサービスが必要となり、介護予防サービス計画

を作成する場合においては、第２条及び第２章から第４章までの規定の要件を満たすこと
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を準用する旨の規定しているものでございます。 

 ３の施行期日でございますが、平成27年４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ので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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。 

 

    ◎日程第１１ 議案第６号 

〇田村議長 日程第11、議案第６号 浦幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 議案書24ページをごらんおき願います。議案第６号 浦幌町議会議員の

議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償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27年３月９日提出、浦幌町長。 

 浦幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和31年浦幌町条例第18号）

の一部を次のように改正する。 

 条文の朗読説明につきましては省略させていただき、説明資料をもって内容については

説明をさせていただきます。説明資料５ページをごらんおき願います。改正の趣旨、浦幌

町議会議長からの町理事者の給料及び町議会議員の議員報酬並びに行政委員会委員・審議

会委員等の報酬等に関する申入れに基づく検討の結果、議員報酬及び期末手当について改

正するものでございます。 

 ２、改正の内容、①、議員報酬、議長につきましては現行22万円のところ、改正案とい

たしまして28万円、副議長につきましては現行18万1,000円のところ改正としては22万円、

常任委員長、議会運営委員長につきましては現行16万5,000円のところ改正案として19万
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5,000円、議員につきましては現行14万5,000円のところ改正案として17万5,000円と、それ

ぞれの改正の内容となっているものでございます。また、期末手当につきましても改正を

伴うもので、現行６月支給におきましては1.85カ月分を改正案といたしまして1.975月分、

12月支給分につきましては現行2.00カ月分を改正案として2.125カ月分とし、合計として現

行3.85カ月分から改正には4.100カ月分とし、0.250月分の増加を図るものでございます。 

 また、本議案の内容につきましては、改正案につきまして浦幌町特別報酬等審議会を２

月の18日開催をし、その開催の中で審議会のご意見として改正案を適当とする旨の答申を

いただいております。 

 ４、施行期日でございますけれども、平成27年５月１日から施行するものでございます。 

 また、条例の改正内容につきましては、６ページの新旧対照表、関連する条項の改正に

つきまして改正前、改正後をもって整理をしてございますので、ごらんおきをいただきた

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１２ 議案第７号 

〇田村議長 日程第12、議案第７号 非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の一部改

正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 議案書26ページをごらんおき願います。議案第７号 非常勤特別職の職

員の報酬等に関する条例の一部改正について。 

 非常勤特別職の職員の報酬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27年３月９日提出、浦幌町長。 

 非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例。 

 非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例（昭和31年浦幌町条例第19号）の一部を次の
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ように改正する。 

 本条例の改正案につきましては、条文の朗読説明を省略させていただき、説明資料をも

って内容については説明させていただきます。説明資料７ページをごらんおき願います。

１、改正の趣旨、浦幌町議会議長からの町理事者の給料及び町議会議員の議員報酬並びに

行政委員会委員・審議会委員等の報酬等に関する申入れに基づく検討の結果、非常勤特別

職の職員の報酬について改正するものでございます。また、あわせて地方教育行政の組織

及び運営に関する法律の一部改正に伴う改正をするものでございます。２、改正の内容、

１点目には日額報酬の改正、現行の日額報酬につきましては、全て現行の２倍の額とする

ものでございます。ただし、１日の用務が３時間未満の場合は半額とする内容となるもの

でございます。選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会につきましては、

現行、会長（委員長）につきましては日額4,000円のところ、改正後におきましては日額

8,000円、ただし１日の用務が３時間未満の場合は半額とする内容でございます。委員につ

きましても、日額3,500円のところ日額7,000円とし、３時間未満の場合は半額とする内容

であります。その他の委員会・協議会・審議会等におきましても、会長（委員長）におき

ましては日額3,500円のところを日額7,000円、用務が３時間未満の場合は半額とするもの

であります。また、委員につきましても日額3,000円のところを日額6,000円とし、用務が

３時間未満の場合は同じく半額とする内容であります。その他の非常勤特別職の職員に当

たりましては、日額3,000円のところを日額6,000円とし、３時間未満の場合は半額とする

内容でございます。教育委員会の項の改正でございます。２点目といたしましては、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、委員長及び職務代理の項を削り、

委員のみとする内容であります。表に記載のとおりでございますけれども、現行、教育委

員会におきましては、委員長、職務代理、委員という区分になってございますけれども、

改正後につきましては全て委員という扱いで、その月額につきましても３万3,300円とする

ものでございます。 

 ３点目の施行期日でございます。平成27年４月１日から施行するものでございますけれ

ども、経過措置として、ただいまご説明申し上げました教育委員会の関連につきましては

引き続き現行の教育長が在職する場合においては、この条例による改正後の教育委員会の

項の規定は適用せず、改正前の規定はなお効力を有するものでございます。 

 なお、関係する条文の改正につきましては、次ページ、８ページの新旧対照表をもって

整理してございますので、この新旧対照表についてごらんおきをいただければと思います。 

 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） 
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〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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。 

 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、暫時休憩をいたします。 

 

午前１０時５８分  休憩 

午前１１時１４分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 

    ◎日程第１３ 議案第８号 

〇田村議長 日程第13、議案第８号 浦幌町行政区設置条例の一部改正についてを議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 議案書28ページをお開き願います。議案第８号 浦幌町行政

区設置条例の一部改正について。 

 浦幌町行政区設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成27年３月９日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんください。浦幌町行政区設置条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町行政区設置条例の一部を次のように改正する。 

 第６条第２項中「６万円」を「８万円」に改める。 

 附則、この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

 改正内容につきましては、議案説明資料をもちまして説明させていただきます。議案説

明資料９ページをごらん願います。浦幌町行政区設置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、浦幌町議会議長からの町理事者の給料及び町議会議員

の議員報酬並びに行政委員会委員・審議会委員等の報酬等に関する申入れに基づく検討の

結果、行政区長の報酬について改正するものでございます。 

 ２、改正の内容でございますが、行政区長の報酬の額を、１行政区平均年額「６万円」
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から「８万円」に改正するものでございます。 

 ３番目の施行期日につきましては、平成27年４月１日からの施行でございます。 

 以上で説明を終わります。 

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１４ 議案第９号 

〇田村議長 日程第14、議案第９号 浦幌町行政手続条例の一部改正についてを議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 議案30ページをごらんおき願います。議案第９号 浦幌町行政手続条例

の一部改正について 

 浦幌町行政手続条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成27年３月９日提出、浦幌町長。 

 浦幌町行政手続条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町行政手続条例（平成11年浦幌町条例第13号）の一部を次のように改正する。 

 条文の改正内容につきましては、朗読の説明を省略させていただき、説明資料をもって

説明させていただきます。説明資料11ページをお開き願います。改正の趣旨、国民の権利、

利益の保護の充実を図るために行政手続法の一部が改正されました。この改正を受けて、

行政手続法第46条に基づいて制定されております浦幌町行政手続条例の一部を改正するも

のでございます。 

 ２、改正の内容、１点目には行政指導の方式の内容追加でございます。行政指導を行う

側の内容となっておりまして、行政指導を行う際に許認可等をする権限または許認可等に

基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その根拠等を示さなければならない

という内容を新たに追加するものでございます。その内容につきましては、１号には当該

権限を行使し得る根拠となる法令の条項、２号には前号の条項に規定する要件、３号には
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当該権限の行使が前号の要件に適合する理由、それぞれについて示す内容となるものでご

ざいます。また、改正の内容２点目につきましては、行政指導の中止等の求めの追加でご

ざいます。このことにつきましては、行政指導を受けた場合におきます中止等の求めの追

加でございます。行政指導を受けた場合において、その行政指導が当該法律または条例に

規定する要件に適合しないと思われるときには、当該行政指導の中止その他必要な措置を

とることを求めることができるという内容を新たに追加したものでございます。このこと

につきましては、１号から６号までそれぞれの内容について事項を記載した申し出書を提

出しなければならないこととしているものでございます。また、次の12ページでございま

すけれども、３点目には処分等の求めの追加でございます。他の者が該当事例に対して求

める場合であります。法令に違反する事実があるにもかかわらず、その是正のためにされ

るべき処分または行政指導がされていないと思われるときには、当該処分または行政指導

をするよう求めることができるという内容を新たに追加するものでございます。このこと

につきましても、申し出に際してその申し出を提出しなければならないこととし、このこ

とにつきましては第１号から第６号までそれぞれ記載をした申し出を提出することの内容

になるものでございます。 

 また、３点目には関連する条例がございまして、浦幌町税条例におきましては今回の改

正箇所を引用している部分があるため、一部改正を行うものでございます。 

 施行期日につきましては、平成27年４月１日から施行するものでございます。 

 なお、関連する条項改正につきましては、13ページからの比較新旧対照表をもって整理

をしてございますので、ごらんおきをいただきたいと思います。この中で16ページ、第33条

の２、左側ですけれども、改正後、このことにつきましては改正前には空欄となっており

ますとおり、第33条第２項につきましては新たに追加するものでございます。先ほど説明

した内容のものでございます。また、17ページにおきましても、行政指導の中止等の求め

にかかわりまして、第34条の２がそれぞれ３項までございますけれども、このことにつき

ましても新規追加する内容であります。また、18ページにおきましても、処分等の求めの

中で第34条の３が第１項から第３項までそれぞれ新規追加する内容となるものでございま

す。また、19ページには、先ほどご説明申し上げました関連する、引用する条例がござい

ます。浦幌町税条例において、その引用する条例がございますので、このことにかかわり

ましても改正前、改正後の新旧対照表をもって整理をしている内容であります。なお、こ

のことにつきましては、第３条の２の第２項にかかわりまして、その内容が条項等に付し

てございますので、ごらんおきをいただきたいと思います。 

 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。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第９号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１５ 議案第１０号 

〇田村議長 日程第15、議案第10号 教育長の給与及び旅費並びに勤務時間に関する条例

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。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 議案書33ページをごらん願います。議案第10号 教育長の給与及び旅費

並びに勤務時間に関する条例の一部改正について。 

 教育長の給与及び旅費並びに勤務時間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27年３月９日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。教育長の給与及び旅費並びに勤務時間に関する条例の一

部を改正する条例。 

 教育長の給与及び旅費並びに勤務時間に関する条例（昭和31年浦幌町条例第20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、議案説明資料をもちましてご説明させていただきます。議案

説明資料の20ページをごらん願います。教育長の給与及び旅費並びに勤務時間に関する条

例の一部を改正する条例説明資料。 

 １、改正の趣旨でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律及び教育公

務員特例法の一部改正に伴う規定の改正を行うとともに、字句の整備を行うものでござい

ます。 

 ２、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正内容でございますが、（１）、教育

委員会に、その代表者である委員長と事務の統括者である教育長を一本化した新教育長を

置くことになります。（２）、現行の教育長は、教育委員会の委員として議会の同意を得て

任命され、あわせまして教育委員会が教育長として任命していますが、新教育長は地方公

共団体の長が議会の同意を得て任命することになります。（３）、新教育長は、教育委員会

の構成員でありますが、委員ではなく、任期は３年となります。なお、教育委員の任期は

従前同様４年でございます。（４）、現行の教育長は、法の施行日である平成27年４月１日

以後であっても、委員の任期が満了する日までの間は在職するものでございます。これは、
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法附則第２条第１項で現行の教育長に関する経過措置として、教育委員としての任期中に

限りその従前の例により在職すると規定されているためでございます。 

 ３、教育公務員特例法の改正内容でございますが、教育長の給与及び勤務時間に関する

規定が削除されたところでございます。 

 ４、改正の内容でございますが、21ページの新旧対照表をもちましてご説明させていた

だきます。右側が改正前、左側が改正後でございます。法第11条第５項に新教育長の職務

専念義務の規定が追加されたため、題名を教育長の給与、旅費、勤務時間、休暇等及び職

務専念義務の特例に関する条例に改めるものでございます。教育公務員特例法第16条第２

項は、教育長の給与等について規定されていましたが、その規定が削除され、法第11条第

５項に新教育長の職務専念義務の規定が追加されたため、第１条の趣旨を改めるものでご

ざいます。このほか、各条に見出しを付し、第４条の浦幌町特別職の給与等に関する条例

の次に（昭和22年浦幌町条例第15号）を追加いたします。また、第６条に教育長の勤務時

間及び休暇等について、第７条に教育長の職務に専念する義務の免除について、第８条に

給料及び旅費の支給方法について規定を定めるものでございます。 

 ５番目の施行期日でございますが、この条例は、平成27年４月１日から施行するもので

ございます。なお、法律の改正内容でご説明させていただきましたが、経過措置として地

方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律、附則第２条第１項の規定

によりまして、引き続き現行の教育長が在職する場合においては、この条例による改正後

の規定は適用しないものでございます。 

 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。 

 これより議案第10号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１６ 議案第１１号 

〇田村議長 日程第16、議案第11号 浦幌町職員の給与に関する条例の一部改正について

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 
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 総務課長。 

〇鈴木総務課長 議案書35ページをごらんおき願います。議案第11号 浦幌町職員の給与

に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成27年３月９日提出、浦幌町長。 

 次の36ページをお開き願います。浦幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。 

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

する。 

 本条例の改正の内容につきましては、条文の朗読説明を省略させていただき、説明資料

をもって説明させていただきます。説明資料22ページをお開き願います。浦幌町職員の給

与に関する条例の一部を改正する条例説明資料。 

 改正の趣旨及び改正の内容でございますけれども、管理職員が臨時または緊急の必要そ

の他の公務の運営の必要により週休日等に勤務した場合に支給する管理職員特別勤務手当

を新設するものでございます。 

 施行期日につきましては、平成27年７月１日から施行するもので、本内容につきまして

は平成26年８月に人事院勧告がなされ、その勧告事項にあります内容に準拠するものでご

ざいます。 

 また、内容につきましては、規則の委任事項として第15条の３第４項に支給に関し必要

な事項は規則で定めるものとし、この規則委任の事項の中では、ただいま改正の趣旨、内

容で申し上げました臨時または緊急の必要その他の公務の運営の必要につきまして、その

必要性についての具体性事項をまとめるものでございます。その内容につきましては、災

害不明人の捜索、また気象警報をもたらした除雪対策、全町的な催事事業等につきまして、

平日の深夜または週休日等において管理職員が勤務の対応した場合についての支給でござ

います。なお、手当の支給につきましては、国は振りかえ休日を原則とし、このことに町

も準拠し、公務のように振りかえ休日を取得できない場合に限って支給するという内容の

ものとなるものでございます。 

 また、関連条項の改正の内容につきましては、23ページから24ページにかけて新旧対照

表をもって整理してございますので、このことについてごらんおきいただきたいと思いま

す。23ページには、管理職員特別勤務手当という内容で、第15条の３にかかわりまして第

１項から第４項まで、それぞれ新たに追加する内容となっているものでございます。 

 また、24ページにつきましては、条項の整理の関係上、改正前から改正後において第21条

において整理している内容でございます。 

 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１７ 議案第１２号 

〇田村議長 日程第17、議案第12号 浦幌町立幼稚園保育料等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37ページをごらん願います。議案第12号 浦幌町立幼稚園保

育料等徴収条例の一部改正について。 

 浦幌町立幼稚園保育料等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27年３月９日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例。 

 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

によりご説明いたします。説明資料の25ページをごらん願います。浦幌町立幼稚園保育料

等徴収条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １の改正趣旨でございますが、平成27年４月に施行される子ども・子育て支援新制度に

おける教育、保育の利用者負担は、世帯の所得に応じた応能負担を基本として、国の定め

る基準額を上限に市町村が設定することから、現行幼稚園では一律の保育料を設定してい

ますが、町民税所得割課税額を算定基準とする保育料に改正を行うものでございます。 

 ２の改正の内容でございますが、子ども・子育て支援新制度の実施により国から示され

た保育料の基準に従い、幼稚園の保育料を保護者の所得に応じた応能負担とすることとな

り、保護者の町民税額に応じて保育料を設定することにいたしましたことから、第２条の

関係の別表を改めるものでございます。国の定める利用者負担、いわゆる保育料の基準に

基づきまして、（１）の①、生活保護世帯は保育料ゼロ円、②、町民税非課税世帯（所得割

非課税世帯を含む）は保育料3,000円、③、町民税所得割課税世帯は保育料7,500円の料金

とするものでございます。なお、国の基準の町民税所得割課税世帯の保育料は、保護者の

町民税額に応じた応能負担で設定されていますが、現行の保育料を変更せず、町民税所得

割課税世帯を一律7,500円の料金といたしました。別表の備考につきましては、保育料を町

民税額による応能負担としましたことから、町民税所得割課税額を計算する際の税額控除
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の除外等や母子等世帯及び在宅障がい者のいる世帯に対する減免措置を定めるものでござ

います。（２）は、町民税所得割課税額を算定する際、調整控除以外の税額控除、いわゆる

配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除等は適用しない。また、天災その

他特別の事情がある場合において町民税の減免があった場合は、その額を控除する旨を定

めています。（３）は、母子及び父子世帯並びに身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保

健福祉手帳の交付を受けた方、特別児童扶養手当の支給対象児童及び障害基礎年金等の受

給者のいる世帯等で第２階層となった場合においては、保育料を無料とする旨を定めてお

ります。 

 ３の施行期日でございますが、平成27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、26ページから27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ので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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。 

 

    ◎日程第１８ 議案第１３号 

〇田村議長 日程第18、議案第13号 浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例

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40ページをごらん願います。議案第13号 浦幌町立保育園の

設置及び保育の実施に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町立保育園の設置及び保育の実施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27年３月９日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例の一

部を改正する条例。 
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 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

により説明をいたします。説明資料の28ページをごらん願います。浦幌町立保育園の設置

及び保育の実施に関する条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １の改正趣旨でございますが、子ども・子育て支援新制度が平成27年４月に施行される

ことから、保育の実施基準は児童福祉法の改正により、子ども・子育て支援法の定めると

ころとなり、教育、保育の利用者負担については世帯の所得に応じた応能負担を基本とし

て、国の定める基準額を上限に市町村が設定することから、現在の保育料水準を維持し、

保育園の徴収金基準表の改正を行うものでございます。 

 ２の改正の内容でございますが、（１）、第１条に当たります。設置の規定の「保育に欠

ける」を「保育を必要とする」に改めるものでございます。これは、平成27年４月１日か

ら施行される児童福祉法の改正により引用文が一部改正されたことから、当該条文につい

て改めるものでございます。（２）番、第４条関係になります。保育の実施基準の規定を「保

育の実施は、浦幌町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例第２条の規定に基づき、

保育の必要性の認定がされた場合に行うものとする。」に改めるものでございます。これは、

保育の実施基準は児童福祉法の改正及び子ども・子育て支援法の施行により保育を必要と

する基準が市町村の条例で定めることとなったため、先ほど議案第３号で決定されました

浦幌町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例第２条に基づき認定された場合に保

育の実施を行うことに改めるものでございます。（３）、第６条関係になります。費用の納

付の規定を「法第56条第３項に基づき、保育に要する費用」を「子ども・子育て支援法（平

成24年法律第65号）第27条第３項第２号に基づき、利用者が負担する費用」に、また「一

時保育」を「延長保育及び一時保育」に改めるものでございます。これは、児童福祉法の

改正及び子ども・子育て支援法の施行により引用先が変更になったため改めるものでござ

います。また、子ども・子育て支援新制度で制定されました延長保育を追加するものでご

ざいます。（４）、第６条関係の別表徴収金基準表の改正前第４階層以上における「所得税

の額」を改正後第３階層以上における「所得割の額」に改めるものでございます。保育料

の改定点としまして大きく４つのポイントがございます。まず、①になります。保育料の

算定のもとになる税額を所得税から町民税所得割額に変更するものでございます。これは、

子ども・子育て支援法新制度の実施により所得税額をもとに決定していた保育料を平成

27年度から町民税額をもとにして保育料を決定するものでございます。保育料は、保護者

の所得に応じた負担を基本として国が定める基準を上限に設定し、新制度施行前と施行後

において保護者の保育料負担額ができるだけ現行水準に近い形になるように保育料を現行

の保育料で設定し、さらに極力影響が出ないよう国が定める水準表の階層区分第４、第５

階層を細分化いたしました。②、保育料の額を決定する時期が年１回から４月と９月の２

回に変更となります。ただし、４月から８月分につきましては保育料は前年度町民税額で、

９月から３月分保育料は当該年度町民税額により決定することになります。③、保育時間

帯の区分を設定することにより、保育短時間の保育料徴収金を新たに設定しました。なお、
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短時間の保育料は保育標準時間の認定を受けた子どもから500円減じた額を設定していま

す。これは、子ども・子育て支援新制度において保育の必要性の認定に合わせて利用可能

な保育時間を設定することとしております。表に記載していますとおり、利用可能な最大

保育時間が10時間30分の保育標準時間と保育時間が８時間の保育短時間の２区分の設定に

なります。この２区分の分離された保育の利用可能な時間である保育標準時間と保育短時

間は保護者の労働時間と連動しており、保育標準時間、いわゆる１日の保育利用可能時間

が10時間30分の利用が可能な保護者の労働時間は１カ月当たり120時間以上必要といたし

ます。また、保育短時間、いわゆる１日の保育利用可能時間が８時間の利用が可能な保護

者の労働時間は１カ月当たり48時間以上必要となるものでございます。④、延長保育料を

新たに設定し、利用児童１人30分につき100円といたしました。これは、表の保育短時間に

設定された保護者が８時間を超えて利用する保育料は延長保育となり、延長保育料がかか

ることになります。 

 ３の施行期日でございますが、平成27年４月１日から施行するものでございます。ただ

し、この条例の施行の日の前日から引き続いて保育園に入所している児童が卒園するまで

の間の保育料に係る別表の規定につきましては、なお従前の例によるものといたします。

これは、経過措置といたしまして、既に保育所に入所しています児童が引き続き入所する

場合の保育料については、その児童が卒園するまでの間、従前の保育園徴収金基準額表を

使用し、保育料の額を決定するものでございます。 

 新旧対照表につきましては、29ページから33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13号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 お諮りいたします。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、暫時休憩といたします。 
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午前１１時４８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１９ 議案第１４号 

〇田村議長 日程第19、議案第14号 浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関す

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44ページをごらん願います。議案第14号 浦幌町立へき地保

育所の設置及び保育の実施に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施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27年３月９日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関する条

例の一部を改正する条例。 

 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。説明資料の34ページをごらん願います。１の改正の趣旨でござい

ますが、平成27年４月に施行される子ども・子育て支援新制度において、へき地保育所に

ついては特定教育・保育施設（幼稚園・認可保育所等）としての位置づけがなされないこ

とから、設置及び保育の実施基準並びに費用の納付についての改正をするものです。また、

徴収金基準額表については、現在の保育料水準を維持しながら、認可保育所に準じて改正

を行うものです。 

 ２の改正の内容でございますが、（１）、第１条といたしまして、設置の規定を「保育を

要する幼児、その他の児童（以下「児童」という。）の福祉増進を図るため、浦幌町立へき

地保育所（以下「保育所」という。）を設置する。」に改めるものでございます。（２）、第

４条中、保育の実施基準の規定の「、法第24条第１項の規定に基づき」を削るものでござ

います。（３）、第６条中、費用の納付の規定の「、法第56条第３項に基づき」を削るもの

でございます。（４）、６条関係の別表徴収金基準表の改正前第４階層以上における「所得

税の額」を改正後第３階層以上における「所得割の額」に改めるものでございます。保育

料の改定点としましては、２つのポイントがございます。①といたしまして、保育料の算

定のもとになる税額を所得税から町民税所得割額に変更するものです。これは、へき地保

育所は認可保育所ではないため、子ども・子育て支援新制度に基づく保育施設でありませ
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んが、国は現在特例地域型保育に移行するよう進めているところでございます。このたび

の町立しらかば保育園の利用者負担金の改正に伴い、保育料の算定基礎となる基準をしら

かば保育園に準じ、へき地保育所の所得税額をもとに決定していた保育料を平成27年度よ

り町民税額をもとにして保育料を決定するものでございます。保育料は、改正前と改正後

において保護者の保育料負担額が可能な限り現行水準に近い形となるように保育料を現行

の保育料で設定し、さらに極力影響が出ないように国が定める水準表の階層区分を第４、

第５階層を細分化いたしました。②、保育料の額を決定する時期が年１回から４月と９月

の２回に変更となるものでございます。ただし、４月から８月分保育料は前年度町民税額

で、９月から３月分保育料につきましては当該年度町民税額により決定することになりま

す。 

 ３の施行期日でございますが、平成27年４月１日から施行するものでございます。ただ

し、この条例の施行の日の前日から引き続いて保育園に入所している児童が卒園するまで

の間の保育料に係る別表の規定につきましては、なお従前の例によるものといたします。

これは、経過措置といたしまして、既に保育園に入所しています児童が引き続き入所する

場合の保育料につきましては、その児童が卒園するまでの間、従前の保育料徴収金基準額

表を使用し、保育料の額を決定するものでございます。 

 新旧対照表につきましては、35ページから38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申し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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２０ 議案第１５号 

〇田村議長 日程第20、議案第15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。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 
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〇熊谷保健福祉課長 議案書47ページをごらん願います。議案第15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27年３月９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。 

 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39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、平成27年４月に施行される子ども・子育て支援新制度

において、放課後児童健全育成事業の利用対象者を小学校に就学している児童とすること

から、浦幌町立学童保育所の対象児童を小学校６年生まで拡大するものです。 

 ２の改正の内容でございますが、第４条の保育の対象児童の規定を「おおむね10歳未満

の児童」を「児童」に改めるものです。この改正によりまして、現在小学１年生から４年

生までを学童保育所の入所対象児童としていますが、平成27年度から小学５年生と６年生

を入所対象として追加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27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、40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ので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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２１ 議案第１６号 

〇田村議長 日程第21、議案第16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。 
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 町民課長。 

〇泉町民課長 議案書49ページをごらん願います。議案第16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27年３月９日提出、浦幌町長。 

 議案書の50ページをごらん願います。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。 

 以下、条文の朗読を省略し、説明資料により説明をいたします。議案説明資料41ページ

をごらん願います。１、改正の趣旨、浦幌町老人保健福祉計画・介護保険事業計画策定審

議会から答申された介護保険事業計画をもとに、平成27年度から平成29年度までの保険料

を改正するものです。保険料は、所得金額等に応じ６段階の設定となっておりますが、こ

のたびの介護保険法施行令の改正により９段階に階層が見直されたことを受け、国に準じ

た９段階設定とするものです。また、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の公布に伴い、介護保険法の一部改正がなされ、

市町村は地域支援事業として介護予防・日常生活支援総合事業、在宅医療・介護連携推進

事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業を実施することとなりました。これら

の事業は、平成27年４月１日からの開始とされているところでありますが、円滑なる事業

の実施が図られる体制を整備するには時間が必要なことから、法の規定により条例で猶予

する期間を設けることができると定められております。本町にあっても多様なサービスの

あり方を検討し、円滑な制度移行をするための体制整備などが必要であることから、事業

の実施を猶予する規定を設けるものです。 

 ２、改正の内容、（１）、保険料率、第８条、第10条関係でございます。保険料基準額を

平成27年度から29年度まで、現行の月額4,500円から5,550円に改正し、年額保険料を６段

階から９段階の保険料として、説明資料に記載のとおりとしてございます。（２）、介護予

防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置、附則第８条関係でございます。浦幌町に

おける今後の地域支援事業につきましては、介護予防・日常生活支援総合事業を平成27年

４月１日から平成29年３月31日までを猶予期間とし、平成29年４月１日から在宅医療・介

護連携推進事業、それから生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業を平成27年４月１

日から平成30年３月31日までを猶予期間とし、平成30年４月１日からそれぞれ事業を開始

することとしております。 

 ３、施行期日、この条例の施行期日は、平成27年４月１日から施行するものです。 

 以上で提出議案の説明を終わらせていただきます。終わります。 

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。 

 ２番、差間議員。 

〇差間議員 質問いたします。 

 この介護保険に関しまして、介護保険料の算定4,500円から5,550円になるということで
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すが、この場合北海道に持っております介護保険の財政安定化基金というのですか、こう

いったものを全て取り崩したと、こう理解してよろしいのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 介護保険制度の財源構成といいますのは、ご承知かと思いますけれども、

保険料、それから公費、国、それから道、市町村の負担というもので、保険給付費に伴う

経費をそれぞれ賄っていると、こういうことでございます。今お話がありましたような、

今の道の財源の関係でありますけれども、この財源給付の中には当然基金等があれば、そ

ういうものを充当しながら保険料を軽減していくとかという方法をとることができるわけ

ですけれども、それらがなくなった場合は借り入れ等を起こさなければいけないというよ

うなことから、それは後世に負担を強いるというような形になりますので、そういう部分

において今の言われている部分については取り込んでいないと、こういうことでございま

す。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 5,000円を超えたということで、これは負担としては結構大きなものになって

いると思います。この安定化基金というのですか、こういったものを取り崩すことによっ

て幾らかでも保険料の軽減になるのではないかというふうに思ってはいるのですけれど

も、ではそういったことは今回は取り計らわないということですね。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 先ほどもお話をさせていただきましたけれども、介護保険料の、要するに

算定のもととなるのは給付費、要するにいろんな介護を受ける事業、そういう給付費に対

してどういうふうに財源を賄っていくかと、こういうことであります。先ほど申し上げま

したように、保険料、それから公費、それが半分半分の構成になってございまして、それ

らの部分をやって、さらに準備基金というものがあれば、それは町村としてつぎ込んで保

険料の軽減をしていくということであります。ただ、今の議員のお話の中の部分について

はそういうようなものが一切なくて、まだまだ高い、どうしようかなというような話にな

ろうかと思いますけれども、そういうような部分においては借り入れを起こすという、借

金をしてその財源を賄っていくということになりますので、その借金というのは後世に対

して払っていかなければいけないということになりますので、今の考え方の中身はそうい

う安定化調整基金を使うのではなくて、今ある準備基金を使いながら、あと保険料で賄っ

ていこう、こういう考え方でございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 あと、もう一点、介護保険料の段階というのですか、今回６段階から９段階

になった。この部分については、これは浦幌町で独自にもっと段階をふやすとか、こうい

ったことというのはできるのでしょうか。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 弾力化ということだと思いますけれども、要するにそれぞれの改正、今回

の改正の中身は所得層、もっと細分化した中身で保険料設定をしたほうがいいだろうとい

う国の指針がございます。そういう中で９段階にしていったということで、これらに準じ

た措置を浦幌町としてもとっていきたいということでご提案をさせていただいておりま

す。それ以外の弾力的な部分がとれるかどうかという部分でありますけれども、町単独で

の弾力化というのは、保険料率の割合を変えるということになろうと思いますが、当然１

から９段階の保険料、そこに配置されている人たちの保険料の中での措置でございますの

で、例えば一番低い方の部分をもっと下げれというふうになりますと、当然どこかで補充

をしなければいけない。ですから、所得が多い方からその分を賄って、要するに保険料は

介護給付費の中の22％とかという、そういう割合で決まっておりますので、どこかにしわ

寄せが行ってしまうというような形になろうというふうに思ってございます。 

〇田村議長 差間議員の発言は３回を超えておりますけれども、55条を運用しないで、適

用しないで、発言を許します。 

 ２番、差間議員。 

〇差間議員 今の段階の件について私思うのですけれども、しわ寄せという考え方ではな

くて、応能負担という考え方で、もしこの段階を適用していただけるのなら、例えば１段

階の方がやっぱりこの方たちでも２分の１なのです。もうちょっとこの部分だけでも下げ

るとか、その部分について応能負担で段階……そういった考え方を適用して、それで1.7と

いうのですか、この部分をもっとふやすとか、そういったことというのはできるでしょう

か。 

〇田村議長 差間議員、これで終わりですけれども、ほかに聞きたいこと。 

〇差間議員 私がこう申し上げるのも、やっぱり介護保険の負担というのは収入に応じて

負担されるのは、これは当然だと思います。それにしても、負担が収入の少ない方もそれ

なりに大きくなっているような状態でありますので、その部分の人たちの軽減、それから

応能負担という考え方でもっと負担させるべき人たち、これはしわ寄せという形ではなく

て、応能負担という考え方で負担していただくというふうになったほうがいいのでないか

なと思います。その部分でこの質問をいたしまして、最後といたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 お気持ちは非常にわかります。今お話がありましたように、国においても

今、国会の中身で保険料率の部分をどういうふうにするかということも消費税絡みでいろ

いろ検討されて今やっている最中でありますけれども、まだそれらの方向が出てきていな

いという部分がございます。負担を強いる、しわ寄せをするという表現を使ってしまった

ことは申しわけないですけれども、当然その保険料率を決めるときに、確かに所得に応じ



  - 34 -  

た中身で設定をさせていただいておりますし、確かに財源といいますか、余裕のある方に

払っていただこうというという考え方は、それはあるかもしれませんけれども、これもそ

れぞれ国の中で決められてきている。そういうものを踏まえながらそれぞれの負担を、応

能な負担をお願いしていくということでございますので、さらにそれ以上のものをすると

いう考え方については今のところございません。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 改定の内容に関するものではありませんが、今回介護保険条例の一部改正と

いうことで、３月第１回の定例会に提案されております。３年前にもこの計画の変更と料

金改定、同じく第１回の３月に提案をされております。何を申し上げたいかといいますと、

予算案も改定料金によってつくられております。前回もそうであります。これ、きょう可

決しなかったら、予算案はどうなってしまいますか。ですから、できることなら第６期の

計画のこの資料によりますと、審議会、26年11月28日、第２回目12月26日、第３回目２月

24日とあります。これを12月第４回定例会前に終わらせて作成できれば、12月に料金の改

定とか条例改正はできるだけやるべきではないでしょうか。これは、予算案と一緒に提出

というのは非常に危険な提案の仕方だと私は思うのです。この辺、指摘したいのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 この保険料、福祉計画、介護計画、先を見た計画の中においた保険料の決

め方というふうになろうと思います。当然慎重審議をしながら、論議をしながら、それら

のものを決めていく、それからそれらの予算措置もしていくということでございます。今

おっしゃられるように、もう少し余裕を持った形の中での提案というのは非常に望ましい

といいますか、あるべきだなというふうには感じておりますけれども、国の制度、そうい

うものが早目に出てくればいいのですけれども、なかなかつかみづらい。今回報酬といい

ますか、給付の内容についても、平均で2.27というふうに言っておりますけれども、その

内容さえもまだしっかり出てきていないというようなこともございまして、そういう国の

改正の内容等をある程度考えた上での設定にしなければいけないのだろうなというふうに

も思います。ただ、今議員がおっしゃられるように、早目のこういう審議というものは非

常に必要があるというふうに思います。あと、方法論としてどういうような方法ができる

か。例えば今こういうような提案をさせていただいておりますけれども、もう少し臨時会

等の中身でもそういうような予算措置ができるのか、そういうものがあればそういうふう

にしていきたいと思いますし、国等の情報が早目につかんだ中身で、やはりそういうもの

を検討して提案するということもあろうかと思います。今のご意見につきましては非常に

参考とさせていただきながら、地域計画と、介護だけではないと思いますけれども、それ

ぞれの計画において参考といいますか、考え方の中で捉えさせていただければと、このよ

うに思っております。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 
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〇杉江議員 今説明ありましたように、確かに国のほうも現状でも３月第１回定例会に提

案し切れない議案があるというふうにも聞いております。そういうことの支障は十分ある

と思うのですが、できるだけ、これは特に料金の改定、そして今回の場合は1,050円という

結構高額な額でありまして、十勝管内でも新聞報道もありましたけれども、４番目に高い

額になるというようなことで、十分な協議、審議をできる時期としては12月が適切だと私

は思うのです。ぜひそのように今後も努めていただきたいなと。それが正常の姿でないか

なと思うのです。非常に危険な時期の提案だと私は思います。努力してください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 介護保険制度改定ということで、杉江議員が言われることはもっともだとい

うふうに私も思います。ただ、課長が答弁したとおり、国の介護保険制度の改定について

国からの正確な情報がないということで、本当にここで保険料算出に大変苦慮したという

ことであります。国は、2.27％介護報酬を下げるという話もありました。その報酬を下げ

た場合の保険料の算出をどうするかという問題がありました。国から算出シートが出てき

たのは本当にぎりぎりでありまして、そういう面ではまさに町が算出できない範囲がある

ということでありまして、どうしても３月の定例会にかけざるを得なかったというのが現

実であります。そういう面では、常にこういう国の制度改定の場合のせつなさというか、

せっぱ詰まった時期にしか出せないというのは大変我々としても残念なところであります

けれども、こればかりは町で独自に算出することはできないということなものですから、

その辺はぜひご理解をいただきたいなというふうに思っています。 

 また、今国はさらに第１段階から第４段階までこの率を下げるという最初話がありまし

たけれども、消費税等々の問題がありまして、これもまだ確定していないという状況であ

ります。多分それは国会審議が通れば、この改定率もまた変わってくる可能性があるとい

うことでありまして、その改定率が下がれば、今度は町の負担も生じてくるということで

ありますので、そういう面では再度ご提案申し上げることがあるのではないかというふう

に思っていますけれども、残念ながらこのたびの提案については、３月議会ぎりぎりにな

ってしまったということでありますので、ご理解をいただきたいと思います。できるだけ

こういうことのないように国に要請ということはおかしいかもしれませんけれども、でき

るだけ我々として自治体としてできる範囲で早急に提案を今後するように努めてまいりた

いというふうに思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

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 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。 
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 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２２ 議案第１７号 

〇田村議長 日程第２２、議案第17号 十勝圏複合事務組合規約の変更についてを議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 議案第17号を説明する前に、大変申しわけございませんが、

議案変更分に誤りがありましたので、修正をお願いいたします。 

 次のページ、52ページをお開き願いたいと思います。変更する規約の一番最後の行、「改

正後の第13条第２項規定」と続いていますけれども、「第２項」と「規定」の間に「の」が

入りますので、文字脱落しまして大変申しわけございませんけれども、ご修正方よろしく

お願いいたします。大変申しわけございませんでした。 

 それでは、ご説明いたします。議案第17号 十勝圏複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、十勝圏複合事務組合規約を次のように変更す

る。 

 平成27年３月９日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。十勝圏複合事務組合規約の一部を変更する規約。 

 十勝圏複合事務組合規約の一部を次のように変更する。 

 第13条第２項中「５人」を「教育長及び４人」に改める。 

 附則、第１項、この規約は、平成27年４月１日から施行する。 

 第２項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第２条第

１項の規定の適用がある場合における教育委員会の組織については、改正後の第13条第２

項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 この変更内容につきましては、議案説明資料をもちまして説明させていただきます。議

案説明資料45ページをごらん願います。十勝圏複合事務組合規約の一部変更に関する説明

資料。 

 １、変更の理由でございます。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に

伴い、十勝圏複合事務組合教育委員会の組織体制について、所要の整理を行うものでござ

います。 

 ２、変更の内容でございます。十勝圏複合事務組合に設置されています教育委員会の委

員定数について「５人」を「教育長及び４人」に変更するものでございます。 



  - 37 -  

 ３、施行期日、平成27年４月１日から施行いたします。経過措置といたしまして、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第２条第１項の規定によ

り引き続き現行の教育長が在職する場合においては、この条例による改正後の規定は適用

しません。 

 なお、十勝圏複合事務組合における教育委員会の対象となる機関につきましては、帯広

高等看護学院と十勝教育研修センターでございます。 

 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２３ 議案第１８号 

〇田村議長 日程第23、議案第18号 町道路線の認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。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 議案第18号 町道路線の認定について。 

 次のとおり町道路線を認定することについて、道路法第８条第２項の規定により、議会

の議決を求める。 

 平成27年３月９日提出、浦幌町長。 

 記、１、認定路線、整理番号1059、路線名、栄穂東14線通南線、起点、栄穂89番地４地

先から終点、栄穂89番地１地先、延長80.0メートル、重要な経過地、栄穂。 

 4093、本町仲通、起点、本町21番地３地先から終点、本町20番地２地先、延長78.10メー

トル、重要な経過地、本町。 

 本議案につきましては、説明資料46から48ページをごらんおき願います。 

 １の町道、栄穂東14線通南線につきましては、北海道横断自動車道白糠インターチェン

ジ開通に伴い、ナンバー１の図のとおり、本線の本別ＩＣ間及び国道274号からの進入車両

の安全を確保するために帯広開発建設部が栄穂東14線沿いに浦幌ＩＣ転回場を整備した区

域を本町が移管を受けたため管理が必要となることから、当該道路を新たに町道として認
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定するものでございます。なお、この道路につきましては、車道幅員で4.0メートル、全幅

で5.0メートルの舗装道路でございます。 

 ２の町道、本町仲通につきましては、これまでも公共の道路として使用実態のあった当

該路線について、このたび土地所有者との協議が成立しましたので、ナンバー２図のとお

り町道として認定するものでございます。なお、この道路につきましては、幅員4.0メート

ルの簡易舗装道路でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。認定について、ご承認いただきますようよろし

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。 

 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 １時３７分  休憩 

午後 １時５０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２４ 議案第１９号 

〇田村議長 日程第24、議案第19号 平成26年度浦幌町一般会計補正予算を議題といたし

ます。 

 ここで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。これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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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。 

〇鈴木総務課長 議案第19号 平成26年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成26年度浦幌町の一般会計補正予算（第13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１億4,399万4,000円を減額し、歳入

歳出の総額を歳入歳出それぞれ65億9,118万1,000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。 

 （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・変更は「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27年３月９日提出、浦幌町長。 

 本補正につきましては、歳入において分担金及び負担金、各使用料につきましては２月

までの実績に基づいた現行予算からの減額を伴う補正、国庫支出金、道支出金にありまし

ては事業費確定に伴うもので、歳出につきましては人件費においては職員の年度途中退職

及び欠員不補充により全会計で2,424万8,000円の減額補正、燃料代につきましては原油価

格下落に伴い全会計で572万7,000円の更正減となる補正でございます。また、事業にかか

わりましては、事業費の確定及び実績見込み精査による減額補正で、これらにかかわりま

す詳細説明については省略をさせていただきます。 

 それでは、説明に戻らせていただきます。２ページから５ページまでの第１表、歳入歳

出予算補正については省略をさせていただきます。 

 ６ページをお開き願います。第２表、繰越明許費補正、平成27年度へ繰り越すものの追

加の内容でございます。２款総務費、１項総務管理費、事業名、地域消費喚起・生活支援

型交付金事業、本事業につきましては本補正予算においてご提案申し上げております補正

金額1,876万8,000円を全額繰り越す内容でございます。地方創生先行型交付金事業、同じ

く本補正予算書において補正提案してございます5,087万4,000円について、全額繰り越す

内容のものでございます。６款農林水産業費、１項農業費、農山漁村活性化プロジェクト

支援交付金事業、本事業につきましては平成27年第１回臨時会において補正予算をご提案

申し上げ、ご議決いただきました補正金額２億1,026万円について、全額繰り越す内容のも

のでございます。合流地区担い手支援型畑地帯総合整備事業、本事業につきましては本補
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正予算におきましてご提案申し上げております補正金額540万5,000円の更正減に伴います

内容として、また繰り越し事業の変更がございましたので、補正後1,959万5,000円のうち

413万5,000円を繰り越す内容のものでございます。９款消防費、１項消防費、消防救急無

線デジタル化整備事業、本事業につきましては平成26年第４回定例会においてご提案申し

上げました補正予算についてご議決を賜りました補正金額9,122万6,000円について、全額

繰り越す内容でございます。高機能指令センター整備事業、同じく平成26年第４回定例会

におきまして補正予算をご提案申し上げ、ご議決いただきました3,095万4,000円にかかわ

ります、その後補正後3,145万1,000円となったもののうち3,116万6,000円を繰り越す内容

となるものでございます。 

 続きまして、第３表、債務負担行為補正、追加と変更のものがございます。最初に、追

加の内容であります。事項、浦幌町営公衆浴場指定管理委託料から浦幌町留真温泉指定管

理委託料までの４委託料につきましては、電気料の値上げに伴います限度額の追加補正と

なるものの内容でございます。また、スクールバス運行業務委託料につきましては、運賃

制度改定に伴います追加補正の額の限度額の補正の内容となるものでございます。 

 それでは、事項についてご説明させていただきます。浦幌町営公衆浴場指定管理委託料、

平成25年から29年までの５年間の委託料でございますけれども、この期間のうち平成27年

度から29年度までの３カ年に限って限度額を45万6,000円の追加するものの内容でありま

す。浦幌町模範牧場指定管理委託料、平成26年度から平成30年度までの５年間の委託の内

容でありますけれども、期間、平成27年度から平成30年度までの４年間に限りまして、電

気料について119万2,000円について追加補正するものでございます。産業交流施設指定管

理委託料、平成24年から28年度までの５年間の委託の内容でありますけれども、平成27年

度から28年度までの２カ年に限りまして、58万2,000円の限度額の追加補正となるものでご

ざいます。浦幌町留真温泉指定管理委託料、平成26年度から28年度までの３カ年間の委託

の内容につきまして、平成27年度から28年度までの２カ年に限り70万円の限度額の追加補

正の内容でございます。スクールバス運行業務委託料、平成25年から27年までの３年間に

限る委託の内容でございますけれども、平成26年度から平成27年度までの２カ年にかかわ

りまして1,166万6,000円の限度額の追加補正の内容となるものでございます。 

 変更、庁内ＬＡＮ電子計算機器借り上げ料、補正前、期間、平成26年度から平成30年度、

限度額2,786万5,000円、補正後につきましては平成26年度から平成31年度と１カ年間の追

加の内容でございます。限度額については、変わりございません。この内容につきまして

は、端末機入れかえ時期の変更に伴います措置でございます。平成26年４月からの入れか

えの時期が平成26年から６月と開始期が２カ月ずれ込んだため、トータル５年間、60カ月

に変わりございませんけれども、期間の変更を伴うものでございます。 

 次に、８ページをごらんおき願います。第４表、地方債補正、各事業の確定に伴います

変更の内容でございます。起債の目的、過疎対策事業、限度額３億6,690万円の補正前に対

しまして、補正後２億9,960万円で6,730万円の更正減でございます。建物解体事業、補正
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前870万円に対しまして、補正後650万円の内容で220万円の更正減。介護事業運営補助事業

1,860万円に対しまして、補正後1,400万円で460万円の更正減。保育施設環境改善事業、

530万円の補正前に対しまして、500万円の補正後の額で30万円の更正減。患者輸送業務委

託事業、補正前680万円に対しまして、補正後670万円で10万円の更正減。乳幼児等医療費

助成事業、補正前1,370万円に対しまして、補正後1,130万円で240万円の更正減。模範牧場

施設整備事業、補正前5,400万円に対しまして、補正後4,910万円で490万円の更正減。浦幌

地区担い手支援型畑地帯総合整備事業、補正前30万円に対しまして、補正後20万円の10万

円の更正減。合流地区担い手支援型畑地帯総合整備事業、補正前680万円に対しまして、補

正後230万円で450万円の更正減。観光施設環境改善事業、補正前850万円に対しまして、補

正後840万円で10万円の更正減。２条通道路整備事業、補正前2,370万円に対しまして、810万

円で1,560万円の更正減。吉野稲穂線道路整備事業、補正前4,000万円に対しまして、補正

後3,370万円で630万円の更正減。寿東通道路整備事業、補正前2,540万円に対しまして、補

正後2,140万円で400万円の更正減。光南２条通道路整備事業、補正前1,620万円に対しまし

て、補正後580万円で1,040万円の更正減。橋梁長寿命化修繕事業、補正前2,400万円に対し

まして、補正後2,050万円で350万円の更正減。共栄統太線道路整備準備、補正前550万円に

対しまして、補正後530万円で20万円の更正減。除雪機械購入事業、補正前2,040万円に対

しまして、補正後1,540万円で500万円の更正減。消防車両購入事業、補正前4,270万円に対

しまして、補正後3,980万円で290万円の更正減。幼稚園施設環境改善事業、補正前760万円

に対しまして、補正後740万円で20万円の更正減。 

 公営住宅建設事業、補正前9,680万円に対しまして、補正後9,000万円で680万円の更正減。 

 緊急防災・減災事業、補正前１億7,530万円に対しまして、補正後１億7,510万円で20万

円の更正減。消防救急無線デジタル化共同整備事業、１億2,270万円に対しまして、１億

2,250万円で20万円の更正減。 

 合計額にしまして、補正前限度額８億4,692万8,000円に対しまして、補正後の限度額が

７億7,262万8,000円となるもので、7,430万円の更正減という内容であります。起債の方法、

利率、償還の方法につきましては、いずれも補正前と同じでございます。 

 続きまして、10ページから11ページにかけての歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総

括につきましては省略をさせていただきます。 

 12ページをお開き願います。また、あわせて一般会計に係ります補正予算説明資料につ

きましては、49ページからとなっておりますので、お開きを願いたいと思います。２、歳

入、２款地方譲与税、２項自動車重量譲与税、１目自動車重量譲与税500万円を減額し、

6,200万円。 

 ７款１項１目自動車取得税交付金700万円を減額し、1,000万円。 

 ９款１項１目地方交付税293万5,000円を追加し、33億1,864万9,000円は、説明資料49ペ

ージに記載のとおり国の調整率変更に伴います追加補正でございます。 

 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72万2,000円を追加し、
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1,286万2,000円の中につきましては、浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備事業受益者分

担金におきましては、説明資料66ページに記載のとおり10万8,000円の更正減でございます

けれども、また合流式担い手支援型畑地帯総合整備事業受益者分担金につきましても説明

資料66ページに記載のとおりとなってございますけれども、いずれも歳出における説明に

ついて詳細を説明させていただきたいと思います。 

 ２項負担金、１目民生費負担金505万6,000円を追加し、１億2,157万5,000円にかかわり

ましては、４節老人福祉施設費負担金におきましては説明資料59ページに記載のとおり老

人福祉施設入所者費用徴収金の追加補正でございます。 

 ２目衛生費負担金70万円を追加し、120万円。 

 ３目農林水産業費負担金22万9,000円を減額し、2,367万8,000円は、説明資料67ページに

記載のとおり食料供給基盤強化特別対策事業負担金の更正減でございます。 

 ４目教育費負担金26万7,000円を減額し、2,161万1,000円。 

 12款使用料及び手数料、１項使用料、２目民生使用料138万5,000円を追加し、3,083万

3,000円。 

 ５目土木使用料433万円を減額し、8,512万円。 

 ６目教育使用料52万円を追加し、414万5,000円。 

 14ページに移らせていただきます。13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫

負担金1,008万8,000円を減額し、１億2,612万9,000円は、３節児童福祉費国庫負担金にお

きましては児童手当国庫負担金の更正減でございます。説明資料59ページに記載のとおり

となってございます。 

 ２目衛生費国庫負担金14万8,000円を減額し、43万2,000円。 

 ２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金500万円を追加し、2,850万1,000円は、保育緊急

確保事業補助金における追加補正で、説明資料49ページに記載のとおり子ども・子育て支

援制度における国庫補助の追加となるものでございます。 

 ２目土木費国庫補助金6,562万3,000円を減額し、２億886万3,000円。 

 ３目教育費国庫補助金６万3,000円を減額し、19万6,000円につきましては、コミュニテ

ィ・スクール導入促進事業補助金の更正減で、説明資料49ページから50ページにかけての

記載のとおりとなるものでございます。 

 ４目総務費国庫補助金4,962万5,000円を追加し、5,598万2,000円は、地域活性化・地域

住民生活緊急支援交付金（消費喚起生活支援型）、1,552万8,000円と、地域活性化・地域住

民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）の金額として3,409万7,000円で、いずれも事

業費にかかわります財源措置の国庫補助金でございます。それぞれ説明資料54ページ、57ペ

ージ、また追加資料として新たに追加をさせていただきました説明資料になってございま

すので、詳細につきましては歳出の中で改めて説明させていただきます。 

 14款道支出金、１項道負担金、１目総務費道負担金653万4,000円を減額し、2,421万円。 

 ２目民生費道負担金494万9,000円を減額し、8,957万1,000円には、５節児童福祉費道負
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担金におきます児童手当道負担金につきましては、説明資料59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、12万5,000円。 

 ２項道補助金、１目総務費道補助金279万5,000円を追加し、895万6,000円の中で地域ふ

れあいプレミアムつき商品券発行促進事業補助金300万円となってございますけれども、説

明資料54ページ、あわせて追加資料について、歳出の中で改めて説明させていただきたい

と思います。 

 ２目民生費道補助金246万6,000円を追加し、1,478万6,000円にかかわりましては、２節

児童福祉費補助金におきます保育緊急確保事業補助金として、説明資料49ページのとおり

子ども・子育て支援制度における道費補助の追加補正でございます。 

 ３目衛生費道補助金30万円を減額し、369万3,000円。 

 ４目労働費道補助金30万円を減額し、1,080万4,000円。 

 16ページに移らせていただきます。５目農林水産業費道補助金573万1,000円を追加し、

4,984万1,000円は、環境保全型農業直接支援対策事業補助金においては説明資料64ページ、

食料供給基盤強化特別対策事業補助金につきましては同じく説明資料67ページ、また青年

就農給付金事業補助金、説明資料62ページ、農地集積協力金交付事業補助金、説明資料63ペ

ージ、機構集積協力金交付事業補助金、説明資料64ページ、食料供給基盤強化特別対策事

業補助金、説明資料66ページにいずれも記載のとおりとなっているものでございます。 

 ３項委託金、１目総務費委託金98万3,000円を減額し、2,215万3,000円は、農林業センサ

ス調査委託金から国勢調査調査区設定委託金まで、各４委託金につきましては説明資料

58ページに記載のとおりとなっているものでございます。。 

 ３目農林水産業費委託金37万8,000円を追加し、1,621万7,000円。 

 15款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入177万4,000円を追加し、4,440万

9,000円は、主に５節情報通信基盤整備貸付収入における光伝送路貸付収入124万4,000円の

追加で、説明資料50ページに記載のとおり、光ブロードバンド加入件数の増加に伴います

追加補正でございます。 

 16款１項寄附金、１目一般寄附金101万9,000円を追加し、102万円。 

 17款繰入金、２項１目基金繰入金4,414万7,000円を減額し、5,630万6,000円は、財政調

整基金繰入金と地域振興基金繰入金、ふるさとづくり基金繰入金の補正という内容でござ

います。 

 19款諸収入、５項１目雑入23万5,000円を追加し、705万8,000円の中で２節雑入において

は、長寿健康増進事業補助金22万8,000円の追加につきましては説明資料50ページに記載の

とおり、また３節医療費等交付金につきましては説明資料50ページに記載のとおり、イン

フルエンザ予防接種、脳ドック事業にかかわります北海道後期高齢者医療広域連合すこや

か推進事業補助金の追加補正でございます。 

 20款１項町債、１目総務債220万円を減額し、２億3,312万8,000円。 
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 ２目民生債490万円を減額し、1,900万円。 

 ３目衛生債250万円を減額し、1,800万円。 

 18ページに移らせていただきます。４目農林水産業債960万円を減額し、6,000万円。 

 ５目土木債5,180万円を減額し、２億2,020万円。 

 ６目消防債310万円を減額し、２億1,490万円。 

 ７目教育債20万円を減額し、740万円は、いずれも本補正予算書８ページから９ページに

かけての第４表、地方債補正の内容となるものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

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19ページ、１款１項議会費から25ページ、２

款総務費、５項統計調査費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 続きまして、補正予算書19ページをごらん願います。３、歳出、１款１

項１目議会費58万円を減額し、7,377万6,000円は、事業費確定に伴います更正減でござい

ます。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費993万1,000円を減額し、３億1,165万

8,000円は、人件費及び事業費確定に伴います更正減でございます。 

 ２目情報化推進管理費2,135万円を減額し、２億1,423万7,000円は、11節需用費におきま

しては説明資料50ページから51ページにかけて記載のとおりでございます。また、12節役

務費につきましては、説明資料51ページに記載のとおり、クラウド導入にかかわりますテ

スト稼働及び準備期間の短縮に伴います更正減でございます。20ページに移らせていただ

きます。13節委託料及び14節使用料及び賃借料につきましては、説明資料51ページに記載

のとおり事業費確定に伴います更正減でございますけれども、13節委託料における統合型

ＧＩＳ構築委託料1,000万円の更正減につきましては、庁舎内業務データの確定作業の見直

しに伴うもので、更正減の内容となるものであります。また、14節使用料及び賃借料につ

きましては、庁内ネットワークシステム電算機器借り上げ料90万円の更正減につきまして

は、先ほどの債務負担行為補正に伴います端末機入れかえの入荷時期の変更、２カ月先延

ばしの関係でございますけれども、その変更に伴います更正減でございます。 

 ３目文書広報費６万7,000円を追加し、852万6,000円は、説明資料52ページに記載のとお

り「広報うらほろ」印刷製本費の追加補正でございます。 

 自動車管理費55万円を減額し、2,139万7,000円。 

 ５目財産管理費30万4,000円を減額し、1,459万円は、いずれの目も事業費確定に伴いま

す更正減でございます。 

 ６目財政調整等基金費8,340万1,000円を追加し、２億705万9,000円は、財政調整基金に

かかわります積立金でございます。 
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 ７目企画費314万円を減額し、１億7,403万円につきましては、19節負担金、補助及び交

付金にかかわります住宅建設等補助金につきましては、説明資料52ページに記載のとおり

でございます。そのほかの節につきましては、事業費確定に伴います更正減となるもので

ございます。 

 10目生活安全推進費53万円を減額し、1,835万1,000円は、事業費確定に伴います更正減

でございます。 

 13目諸費14万円を減額し、4,625万6,000円は、事業費確定に伴います更正減でございま

すけれども、19節負担金、補助及び交付金におきましては説明資料52ページに記載のとお

りとなってございます。 

 14目地域消費喚起・生活支援型交付金事業費、新たな目を追加するもので、1,876万

8,000円を追加し、1,876万8,000円となるものでございます。説明資料につきましては、53ペ

ージから54ページにかけて記載のとおりとなってございます。53ページをごらんおきいた

だきたいと思います。本交付金の事業につきましては、要旨といたしまして、国の地方へ

の好循環拡大に向けた緊急経済対策として地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金が

交付されることに伴った補正の内容であります。実施事業についてご説明申し上げます。

大きく２点ございまして、１点目にはアとしてプレミアム商品券発行事業、２点目には次

の54ページに移らせていただきます。子育て応援券支給事業となっております。このこと

につきましては、歳入歳出それぞれ54ページの中段から③、補正科目及び補正額として整

理をさせていただいてございます。歳入につきましては、国庫支出金1,552万8,000円と道

支出金300万円、合わせて1,852万8,000円となるもので、補正予算書21ページを改めてごら

んおきいただきたいと思います。補正額の財源内訳の中の国、道支出金が1,852万8,000円

となっており、国及び道のそれぞれの補助金を合計した額が1,852万8,000円となるもので

ございます。歳出につきましては、その大きな事業２つ、プレミアム商品券発行事業につ

きましては1,374万2,000円の事業費、また子育て応援券支給事業につきましては報償費、

役務費、合わせまして502万6,000円の事業費となるもので、このことにつきましては別紙

の追加資料をごらんおきいただきたいと思います。Ａ４横書きのものでございます。表題

が米印として地域住民生活等緊急支援のための交付金事業一覧となっております。その右

上には、追加資料と付してございます。これをもってご説明させていただきます。この追

加資料にございますとおり、（１）、地域消費喚起・生活支援型と左の上に表題を付してご

ざいます。その横に限度額1,552万8,000円と付してございますけれども、先ほどご説明い

たしました事業、プレミアム商品券発行事業と子育て応援券支給事業、それぞれ２つの事

業について説明として表をまとめているものでございます。プレミアム商品券発行事業、

子育て応援券支給事業については、いずれも新規の事業でございます。プレミアム商品券

発行事業につきましては、事業概要としてはプレミアム率20％の商品券の発行でございま

す。事業費1,374万2,000円のうち、国の補助金、交付金という内訳になっておりますけれ

ども、1,052万8,000円、その他の欄300万円につきましては道補助金でございます。一般財
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源は、町の単独予算ということになります。合わせまして1,374万2,000円の事業費が説明

資料のとおりとなっております。また、子育て応援券支給事業につきましては、未就学児

１名につき２万円分の商品券を交付する内容となるものであります。現在のところ、対象

予定者数250名、対象予定世帯数155世帯の中の250名ということでなっております。２万円

掛ける250人分の500万円の事業費に合わせて２万5,420円の事務費を付加したものとして、

事業費502万5,420円の内容になっております。この事業費に対しまして、交付金、国の補

助金が500万円ということで算定しております。この合計額が1,876万7,420円となり、その

内訳といたしましては交付金、国の補助金額1,552万8,000円と、その他道の補助金が300万

円で、合わせまして1,852万8,000円となるものであります。事業費1,876万7,420円でござ

いますので、補正予算書につきましては1,000円単位でございますので、1,876万8,000円と

して予算計上させていただいております。このことが補正予算書21ページの補正額となっ

ているものでございます。以上が14目地域消費喚起・生活支援型交付金事業費の内容とな

るものでございます。 

 続きまして、22ページに移らせていただきます。15目地方創生先行型交付金事業費、新

たに目を設けるもので5,087万4,000円を追加し、5,087万4,000円でございます。説明資料

55ページから58ページにかけての記載となっているものでございます。55ページをごらん

おきいただきたいと思います。55ページの最上段に11、地域活性化・地域住民生活等緊急

支援交付金（地方創生先行型）と付しております。この事業の内容であります。要旨でご

ざいます。まち・ひと・しごと創生法の規定に基づいて地域活性化・地域住民生活等緊急

支援交付金が創設されたことから、この交付金、補助金を財源として新たに補正として追

加する事業の内容であります。実施事業は、大きくアから次のページのクまでの事業とな

っているものであります。アには、地方版総合戦略策定事業ということで、地方版総合戦

略策定にかかわります事務費として旅費、委託料の補正予算という内容になってございま

す。また、イの事業では新規事業創出・育成支援組織構築事業としてうらほろスタイル推

進地域協議会にかかわります新事業創出育成支援組織に関するモデル構築としての負担金

の補正でございます。また、ウとしては観光振興事業として町内の観光施設にかかわりま

す情報発信並びにイベント情報などの雑誌等に掲載する、いわゆるＰＲを進める役務費の

補正となっているもので、本来平成27年度予算で執行する予定事業につきましての前倒し

ということでの補正の内容であります。次、56ページをお開き願います。エとして定住・

移住・交流推進事業、このことにつきましては定住、移住、交流推進を図るため、内容と

して大きく５点の事業を展開する内容であります。移住・交流コンシェルジュの配置、浦

幌町移住体験住宅の運営及び維持管理、移住・交流コンシェルジュの管理、北海道暮らし・

フェア出展、移住体験住宅公開業務といった内容であります。また、次にオとしては乳幼

児等医療特別助成事業、子育てにかかわります推進を図るための事業でありまして、この

ことにつきましては平成27年度執行する予定事業の前倒しを進めたく補正として計上する

ものでございます。扶助費として900万円の計上となってございます。カ、婚活支援事業、
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新規事業でございます。婚活のイベント開催を図るための負担金として計上させていただ

いております。また、キには出産祝金贈呈事業、出産を祝福するとともに、次代を担う子

どもたちの健やかな成長を願うための支援を行うもので、１子につき５万円の贈呈の内容

で、このことにつきましては平成27年度当初予算で執行する予定事業の前倒しを図るもの

であります。ク、住宅建設等補助事業、このことにつきましては第３期まちづくり計画の

重点プロジェクトで進めております住宅建設等取得に係ります補助事業についての内容で

あります。このことにつきましても、平成27年度当初予算に係ります前倒しで進めたく補

正として計上するものでございます。 

 これらの内容につきまして、追加資料をもって再度ご説明させていただきたいと思いま

す。先ほどの地域消費喚起・生活支援型の次のページ以降になっております。１枚おめく

りいただきたいと思います。（２）、地方創生先行型、限度額3,409万7,000円と表題を付し

ているものでございます。先ほど説明資料をもって説明させていただいた項目と重複する

部分ございますけれども、改めて説明させていただきます。最初に、事業でございますけ

れども、地方版総合戦略の策定経費として、事業名、地方版総合戦略策定事業、概要とし

ては人口動向等の調査委託等にかかわります事業費、委託費に722万4,000円の内容であり

ます。このことにつきましては、全額交付金を見込んでおります。地方版総合戦略策定事

業につきましては、新規事業でございます。次に、①、地域における安定した雇用を創出

する項目の中での事業名、新事業創出・育成支援組織構築事業として事業をする内容であ

ります。このことにつきましては、新規事業でございます。町の魅力的な資源を活用した

起業、創業等を考える人材に対する各種支援、また若者や移住体験を対象にした滞在型の

研修プログラムを実施する等の内容でありまして、650万円の内容で全額交付金を見込んで

おります。次に、②、地方への新しい人の流れをつくるという中では、事業名、観光振興

事業と定住・移住・交流推進事業がありますが、いずれも前倒しを図る内容であります。

事業の概要といたしましては、観光振興事業においては町内観光施設及びイベント情報を

十勝管内、北海道内で発行する雑誌に掲載をしてＰＲを図る内容でありまして、事業費

160万円を見込み全額交付金を見込んでおります。次に、定住・移住・交流推進事業、定住・

移住・交流推進に伴う各種業務の委託でございます。この中でも２つ事業は細分化されて

おりまして、１点目は移住・交流コンシェルジュの業務委託料180万円、北海道暮らしフェ

ア出展業務委託料55万円と、合わせて235万円でありますけれども、いずれも交付金を全額

見込んでおります。この②の総事業につきましては、395万円を見込み、全額交付金の内容

となるものでございます。次のページをおめくりいただきたいと思います。③、若い世代

の結婚・出産・子育ての希望をかなえる項目の中で、事業としては乳幼児等医療特別助成

事業、中学校３年生までの子どもに係る医療費の無償貸与でございます。事業費900万円に

対しまして、750万円の交付金と一般財源150万円の内容であります。このことにつきまし

ては、27年度事業にかかわります前倒しの内容であります。次に、婚活支援事業、新規の

事業であります。浦幌町婚活応援委員会を設置し、応援委員会が実施する婚活イベントへ
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の支援を図るための内容でありまして、事業費500万円に対しまして、交付金300万円と一

般財源200万円の内容であります。次に、出産祝金につきましては、平成27年度事業の前倒

しを図るべく補正予算として計上するもので、出産祝金の贈呈であります。事業費200万円

に対しまして、交付金100万円と一般財源100万円の内容であります。合計、３事業合わせ

まして、事業費1,600万円に対しまして交付金1,150万円、一般財源450万円の内容でありま

す。次に、④番、時代にあった地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域

を連携する項目の中で、事業といたしまして住宅建設等補助金、先ほどもご説明申し上げ

ましたが、第３期まちづくり計画重点プロジェクトにかかわります住宅建設等補助で、こ

のことにつきましては平成27年度事業の前倒しを図るための補正予算計上でございます。

事業費1,700万円に対しまして、交付金472万3,000円、その他1,227万7,000円とございます

けれども、このことにつきましては重点プロジェクトにつきましては地域振興基金を充当

することになってございますので、その他の財源は地域振興基金となるものでございます。

これら合計額が総計といたしまして5,087万4,000円の事業費に対しまして、交付金3,409万

7,000円、いわゆる国庫補助金でございます。その他は地域振興基金として1,227万7,000円

となっております。 

 このことにつきましては、補正予算書22ページを改めてごらんおきいただきたいと思い

ます。22ページの15目地方創生先行型交付金事業費における補正額5,087万4,000円となり、

また財源の内訳として国、道支出金3,409万7,000円、その他1,227万7,000円といった中で

の補正予算のご提案という内容が同額となっているものでございます。なお、先ほどから

ご説明申し上げております、この事業にかかわります地方版総合戦略の策定経費、また①、

地域における安定した雇用を創出するということで、それぞれの事業の欄外に付しており

ますタイトルにつきましては、この地方創生先行型における国のメニューにのせられてい

る項目についてまとめているものでございますので、ご参照までにご承知おきいただきた

いと思います。 

 続きまして、補正予算書に改めて戻らせていただきます。２項徴税費、２目賦課徴収費

10万1,000円を減額し、1,495万4,000円は、事業費確定に伴います更正減でございます。 

 ４項選挙費、１目選挙管理委員会費52万1,000円を減額し、1,042万円。 

 続きまして、２目農業委員選挙費107万3,000円を減額し、23万8,000円。 

 ３目衆議院議員選挙費128万3,000円を減額し、581万7,000円は、いずれも人件費及び事

業費確定に伴います更正減でございます。 

 次に、24ページに移らせていただきます。５項統計調査費、２目指定統計調査費33万

7,000円を追加し、199万5,000円は、説明資料58ページに記載のとおりとなってございます。 

 以上で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。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 確認をします。 
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 子育て応援券支給事業、これについての確認です。これは、所得制限ではなく、対象者

が250名、こういう解釈でよろしいでしょうか。 

 また、もう一点は、26年度中に生まれた、この３月末までの人も対象になりますか。こ

の辺の確認をします。 

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 ただいまのご質問でございますが、まずこの応援券につきましては

所得制限はございません。いわゆる未就学児に対しまして、１人につき２万円の応援券を

支給という内容でございます。 

 また、対象者につきましては、現在考えているところでは基準日を設けまして、その基

準日に浦幌町に住民登録されている、また住民登録をされており、かつ浦幌町に居住して

いる方というような形で現在基準日を定めまして、その基準日に該当する方を対象という

ような形で現在考えているところでございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 後段のほうの対象に対する問題ですが、どこかで区切りをつけなければなら

ないという面ではどこかで基準日をつくるというのは当然だと思います。ただ、この３月

の途中とか、そういうふうになりますと、やっぱり今生まれようとしている子ども、現に

います、知っている人でも。そういう面からいうと、年度内に生まれた人を対象にすると

か、何かそういう区切りのいい、皆さんが納得できる、同じ１日違いでも年度だから仕方

ないというのと、例えば何で３月15日に切ったのと、こういうことにならないように十分

内容を精査して、検討していただ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。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまのご質問でございますけれども、基準日のほうは、できれ

ば今年４月１日以降というような形で、４月１日、どうしても異動というような形で町外

に転入、転出がございますので、できれば今後浦幌町に転入されてきて、浦幌町で子育て

をしていただける方を対象にというようなことを考えておりますので、４月１日以降で基

準日を設定していきたいなというような形で今考えているところでございます。できれば、

今考えている基準日というのは、５月１日というような予定で現在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25ページ、３款民生費、１項社会福祉費から

30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。 

〇鈴木総務課長 それでは、補正予算書25ページをお開き願います。３款民生費、１項社
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会福祉費、１目社会福祉総務費1,604万8,000円を減額し、３億4,219万円。 

 ３目厚生委員費38万6,000円を減額し、272万2,000円。 

 ４目青少年健全育成費２万円を減額し、27万2,000円。 

 ５目社会福祉施設費44万9,000円を減額し、166万9,000円は、いずれも事業費確定に伴い

ます更正減でございます。 

 26ページに移らせていただきます。６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費578万

4,000円を減額し、1,240万7,000円。 

 ７目後期高齢者医療費548万9,000円を減額し、9,816万5,000円は、いずれも事業費確定

に伴います更正減でございます。 

 ２項児童福祉費、２目児童措置費308万円を減額し、7,055万3,000円は、扶助費の内容で

ありますけれども、説明資料58ページから59ページにかけて記載のとおりとなってござい

ます。 

 ３目認可保育園運営費14万8,000円を追加し、8,876万1,000円は、人件費及び通園費補助

金にかかわります補正でございます。 

 ４目へき地保育所運営費20万円を減額し、3,779万8,000円は、事業費確定に伴います更

正減でございます。 

 次、６目子ども発達支援センター運営費６万9,000円を追加し、1,878万3,000円は、人件

費の補正内容であります。 

 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費1,186万8,000円を減額し、１億6,615万4,000円は、

事業費確定に伴います更正減でございます。 

 ２目老人福祉施設費222万9,000円を追加し、8,552万8,000円は、説明資料59ページに記

載のとおり入所者増に伴います追加補正でございます。 

 ３目老人ホーム費869万4,000円を減額し、１億8,449万1,000円は、人件費及び事務費の

更正減に伴うものであります。 

 次に、28ページをごらん願います。４目町民バス管理費115万円を減額し、429万7,000円

は、事業費確定に伴います更正減でございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費1,565万1,000円を減額し、１億7,485万

円は、人件費及び事業費確定に伴います更正減が主な内容でありますけれども、19節負担

金、補助及び交付金におきましては高等看護学院設置運営負担金にかかわり、説明資料59ペ

ージから60ページにかけて記載のとおりとなってございます。 

 次に、29ページに移らせていただきます。２目予防費276万9,000円を減額し、1,231万円。 

 ３目環境衛生費210万2,000円を減額し、2,811万4,000円。 

 ４目墓地墓園費１万円を減額し、87万5,000円は、事業費確定に伴います更正減でござい

ます。 

 ５目医療対策費1,231万9,000円を減額し、8,312万6,000円は、事業費確定に伴います更

正減が主な内容でありますが、18節備品購入費につきましては説明資料60ページに記載の
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とおりとなっているものでございます。 

 次、30ページに移らせていただきます。６目乳幼児等医療対策費224万8,000円を減額し、

1,759万4,000円は、事業費確定に伴います更正減でございます。 

 ７目公衆浴場管理費31万8,000円を追加し、996万4,000円は、説明資料60ページに記載の

とおり浴室洗浄の排煙窓修繕及び電気料金値上げに伴います指定管理委託料の追加の内容

であります。 

 ８目保健福祉センター管理費10万円を減額し、1,628万2,000円。 

 ９目未熟児養育医療対策費54万円を減額し、18万1,000円は、いずれの目も事業費確定に

伴います更正減でございます。 

 ２項清掃費、１目塵芥処理費38万7,000円を追加し、7,114万2,000円は、需用費確定に伴

います更正減が主な内容ですが、11節需用費におけるリサイクルセンター内機械修繕は説

明資料61ページに記載のとおりでございます。 

 ２目し尿処理費22万6,000円を追加し、668万3,000円は、十勝環境複合事務組合分担金の

確定に伴います追加補正でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

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31ページ、５款労働費、１項労働諸費から36ペ

ージ、９款１項消防費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ５款労働費、１項１目労働諸費46万2,000円を減額し、1,406万5,000円は、

説明資料61ページに記載のとおりとなってございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、２目農業総務費13万7,000円を減額し、4,659万1,000円

は、人件費の更正減でございます。 

 ３目農業振興費436万6,000円を追加し、２億7,326万4,000円は、説明資料62ページから

64ページにかけて記載のとおりとなっておりますが、62ページにおきます青年就農給付金

事業、（１）でございますけれども、青年就農給付金事業につきましては平成26年度国の補

正予算により平成27年度半期分の前倒しを行うもので、負担金として375万円を追加するも

のであります。また、２つ目の事業としてジャガイモシストセンチュウ侵入防止対策事業

におきましては、雪割りの事業量が減少したための更正減でございます。また、３点目と

して農地集積協力金交付事業につきましては、国の制度改正に伴います減額補正となるも

のの内容であります。４点目といたしまして、機構集積協力金交付事業につきましては、

新たに創設された機構集積協力金を交付するための追加補正となるものでございます。ま

た、64ページに移りまして、環境保全型農業直接支払交付金事業においては、対象取り組

み面積の減少に伴う更正減の内容となるものでございます。 

 続きまして、予算書31ページに戻りまして、４目農業団地センター管理費10万円を減額
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し、669万円は、事業費確定に伴います更正減でございます。 

 ５目畜産振興費416万6,000円につきましては、事業費の確定に伴う更正減が主な内容で

ございますけれども、19節負担金、補助及び交付金につきましては説明資料64ページから

65ページにかけて記載のとおりとなっているものでございます。 

 ６目土地改良費35万2,000円を減額し、8,309万5,000円につきましては、事業費確定に伴

います更正減でございます。 

 続きまして、32ページに移らせていただきます。８目道営土地改良事業費576万5,000円

を減額し、3,526万6,000円は、説明資料65ページから67ページにかけて記載のとおりとな

っているものでございます。65ページにございます合流地区担い手支援型畑地帯総合整備

事業におきましては、事業の確定及び繰り越し予算への移行に伴う予算補正の内容となる

もので、66ページに記載のとおり繰り越し予算、平成27年度に繰り越しをする予算が413万

5,000円となるもので、本補正予算につきましては540万5,000円を更正減とする内容でござ

います。また、浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備事業につきましては、事業の確定に

伴います更正減となるものであります。 

 続きまして、９目地籍調査費890万5,000円を減額し、4,278万6,000円、10目団体営土地

改良事業費17万9,000円を減額し、446万2,000円は、事業費確定に伴います更正減でござい

ます。 

 ２項林業費、２目林業振興費128万円を減額し、1,768万5,000円は、説明資料67ページに

記載のとおりでございます。 

 ４目うらほろ森林公園管理運営費155万3,000円を減額し、2,750万7,000円は、事業費確

定に伴います更正減でございます。 

 続きまして、３項水産業費、２目水産業振興費42万円を減額し、1,399万円は、事業費の

確定に伴う更正減が主な内容でございますけれども、19節負担金、補助及び交付金におき

ましては説明資料67ページから68ページにかけて記載のとおり、厚内漁港整備事業に伴い

ます労務単価と資材費の高騰にかかわる総事業費の増額に伴います負担金の増でございま

す。 

 ７款１項商工費、１目商工振興費701万7,000円を減額し、１億6,845万6,000円は、説明

資料68ページから69ページにかけて記載のとおりでございます。 

 ２目観光費17万6,000円を追加し、3,249万6,000円は、13節委託料におきましては電気料

値上げによる産業交流施設の指定管理委託料の追加、11節につきましては留真温泉男性浴

場内の温度表示板修繕に伴います追加補正でございます。 

 続きまして、34ページをお開き願います。８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務

費59万1,000円を減額し、2,612万6,000円は、人件費及び事業費確定に伴います更正減でご

ざいます。 

 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費1,256万3,000円を減額し、8,695万7,000円は、事

業費確定に伴います更正減でございますけれども、18節備品購入費1,244万3,000円の更正
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減につきましては、除雪にかかわりますロータリー装置つき除雪ドーザー購入にかかわり

ます更正減が内容でありまして、予算編成時及び入札発注時における市場価格調査の差が

723万4,000円の減、また入札執行に伴いまして339万1,000円の減が主な内容となっている

ものでございます。 

 ２目道路維持事業費12万6,000円を減額し、１億145万7,000円は、事業費確定に伴います

更正減でございます。 

 ３目道路建設補助事業費9,172万5,000円を減額し、１億9,755万3,000円は、事業費確定

に伴います更正減でございますけれども、本補正予算書の８ページから９ページにかけて、

先ほどご説明させていただきました地方債補正の８ページにおきまして２条通道路整備事

業から９ページ、共栄統太線道路整備事業までの６事業にかかわります、それぞれの限度

額についての補正減、地方債補正におきましてはそれぞれ限度額の補正減となっておりま

すけれども、このことにつきましては国の事業費調整により事業費の減額がなされたこと

が主な要因となっております。このことにつきましては、本補正予算書の中の道路建設事

業における補助額の財源内訳にありますとおり、国、道支出金におきましては5,685万

6,000円の更正減、予算現額１億5,190万円の補助金が9,504万4,000円となるものでありま

す。また、地方債につきましても、先ほどの説明をさせていただいたとおり3,370万円の減

額となり、それぞれの事業費の調整により減額がなされたものが主な内容となっているも

のでございます。 

 続きまして、35ページ、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696万1,000円を減額し、２億1,688万2,000円。 

 ３目公園緑地管理費30万円を減額し、993万3,000円は、いずれも事業費確定に伴います

更正減が主な内容となっているものであります。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費32万5,000円を減額し、5,691万9,000円は、事業費確定に伴

います更正減でございます。 

 ２目公営住宅建築費904万1,000円を減額し、２億662万1,000円は、事業費確定に伴いま

す更正減が主な内容でありますけれども、22節補償、補填及び賠償金につきましては説明

資料70ページに記載のとおり公営住宅建てかえ事業に伴います住宅の移転件数増に伴いま

す移転補償にかかわります追加補正でございます。 

 続きまして、36ページをお開き願います。９款消防費、１項消防費、１目常備消防費

1,112万1,000円を減額し、１億7,445万8,000円。 

 ２目非常備消防費442万円を減額し、2,071万1,000円。 

 ３目消防施設費75万円を減額し、１億6,610万円につきましては、いずれも参考資料とし

て40ページをあわせてごらんおきいただきたいと思います。36ページと40ページをあわせ

てごらんいただきたいと思います。40ページにつきましては、参考として東十勝消防事務

組合の一般会計予算（浦幌町分）を掲載してございます。この内容につきましては、２、
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歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目消防負担金において、説明の中で本部共

通費７万3,000円、消防諸費1,104万8,000円、消防団費442万円、消防施設費75万円と、い

ずれも更正減となっております。このことが36ページの１目常備消防費の予算につきまし

ては、説明にありますとおり負担金本部共通費７万3,000円の更正減と浦幌消防費1,104万

8,000円と同額であります。また、40ページの消防団費の442万円の更正減につきましては、

36ページの２目非常備消防費442万円の更正減と同額でございます。また、戻りまして40ペ

ージの消防施設費75万円の更正減につきましては、36ページの３目消防施設費75万円の更

正減と同額となっております。いずれも浦幌町分として40ページの金額が本補正となるも

のでございます。 

 関連がございますので、参考について浦幌町分の東十勝消防事務組合一般会計予算につ

いて説明させていただきます。分担金及び負担金につきましては、先ほどご説明させてい

ただきました。 

 ２款使用料及び手数料、１項１目手数料は３万6,000円の補正。 

 また、３款財産収入、２項財産売払収入、１目物品売払収入は３万円の補正。 

 ５款諸収入、１項１目雑入は11万2,000円と、いずれも追加補正の内容となっているもの

であります。 

 これらの財源として、３、歳出、２款消防費、１項常備消防費、５目浦幌消防署費にお

きましては1,087万円を減額し、１億6,931万1,000円となるものであります。財源内訳に

1,087万円の更正減となっております。このことが町からの財源となるものの更正減でござ

います。なお、このことにつきましては説明資料71ページから72ページにかけて記載のと

おり、事業費確定に伴います更正減でございます。 

 続きまして、42ページに移らせていただきます。２項非常備消防費、４目浦幌消防団費、

補正額442万円の更正減につきまして、同じく一般財源が財源内訳では442万円の更正減と

なっておりまして、このことが町からの負担金となる財源の更正減でございます。 

 ３款１項消防施設費、４目浦幌消防施設費75万円を減額しているものでございます。こ

のことにつきましても、財源内訳に75万円の更正減となっているものが町からの負担金と

しての更正減となっているものであります。いずれの目につきましても、説明資料72ペー

ジに記載のとおり、事業費確定に伴います更正減の内容でございます。 

 改めて本予算書36ページにお戻りいただきたいと思います。消防費の続きでございます。

４目災害対策費159万円を減額し、6,208万5,000円は、説明資料72ページに記載のとおりで

ございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

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。 

 ２番、差間議員。 

〇差間議員 ８款土木費の５項住宅費、36ページの22節、補償金ですね、これは移転補償

金ということで、公営住宅が新築された際、そこに移るということで住民にこういったお
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金を交付して、それで引っ越しの経費として利用していただいていると、そういうことで

理解したのですけれども、事が生活保護を受けている方がこのお金を受け取った場合、本

人の説明不足といったこともあるのでしょうけれども、十勝振興局から生活扶助と、本人

の説明が足りないということが原因だと思うのですけれども、認定されてしまって、それ

でせっかく町のほうがこういう手当てをしたのに、本人が２カ月にわたってそれを払わせ

られてしまったと、そういったことがあるのですけれども、いろいろ私も相談受けて、そ

れで振興局とも話し合いしたのですけれども、何とか誤解というのですか、説明不足とい

うのがどうも一番大きな原因のようなのです。その時点で住宅費の部分なのですけれども、

福祉課のほうとしてこういったことに対応を何とか、本人の相談に乗って対応してほしい

ということで今質問しているのですけれども、どうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまのご質問でございますが、町営住宅の移転に伴うものにつ

きましては、移転補償費というものが支出されているわけでございますが、この移転補償

費につきましては生活保護を受給されている方はそれに伴う移転に係る必要経費を使った

場合、領収書関係を証拠書類としまして振興局のほうに提出すれば、その部分につきまし

ては引っ越しの必要経費として、町から支出されました移転補償費については必要経費と

して見るというような状態でございますけれども、たまたまそういうような証拠書類です

か、何に使ったかとか、そういうような領収書等がないと、本来移転補償費が入って、そ

の目的がそれ以外に使われたというようなものもございますので、そういうような領収書

等がない場合には移転に使われた経費ではないというような形で振興局で判断して収入認

定されてしまったと思われます。今後生活保護にかかる方々が町営住宅に住みまして、今

後移転補償費が出ました、支出されましたという場合につきましては、施設課と連携をと

りながら移転補償費につきましてはせめて移転補償の経費として使っていただくととも

に、それを使っていただきましたら領収書等を証拠書類として振興局のほうに提出されま

すようにというような形のものについて周知をしてまいりたいと考えております。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 今本当に課長の説明あったとおりで、振興局のほうでも、これ何か困った状

態だということで理解しているようです。要望として、浦幌町の福祉課で、浦幌町でこう

いった趣旨で出したお金が相手によって無駄になるというのですか、そういうことがない

ように、本人に寄り添って相談していただければ。話をしてみますと、本人もなかなかお

年を召されていて、わからない部分もあるようなので、今後ともひとつよろしくご指導い

ただきたいと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 
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〇新川施設課長 今のご質問なのですが、差間議員が理解している公営住宅の移転料につ

きましては、建てかえの対象になっている方に対して、新築住宅、それ以外のほかの住宅

に移動した場合も移転補償として出しています。これは、損失の補償基準というもので単

価を算出しています。運賃ですとか、あと荷役の作業員ですか、そういったもので算定し

ています。これは、根拠あるもので出しております。これにつきましては、当然生活保護

者であっても支給、支払いすることになっておりますので、その辺の受けられた生保の方

と福祉課のほうと打ち合わせさせていただいて、本人が不利益こうむらないような形であ

ればいいのかなと思っていますので、ご理解願います。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 ６款１項５目です。畜産クラスター協議会について伺います。協議会設立に

ついて負担金を出したということであります。これについて、この事業は国が酪農衰退の

救済策として26年100億ちょっとですか、105億ぐらいですか、また新年度においては百二

十五、六億を予算とし、目玉の畜産振興の事業として出したものだと思います。この協議

会の構成について、まずお聞きをしたい。 

 それから、協議会設立をしているのですから、どんな協議がなされて進められているの

かな。国も目玉の事業としているようで、結構予算の争奪戦だというふうに聞いておりま

すが、その辺２点について説明をお願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 まず、１点目の協議会の構成についてでございますが、協議会につきま

しては平成27年１月30日に設立をしてございます。構成団体については７団体でございま

す。内容としましては、町、浦幌町農業協同組合、十勝農済東部事業所の浦幌家畜診療所

と北部事業所の本別家畜診療所、それと十勝農業改良普及センター十勝東部支所、町の酪

農振興協議会、町の和牛改良組合の７団体ということでございます。もともとの協議会に

つきましては、畜産農家以外の今言われました団体から、本来であれば２団体以上を構成

すればいいですよということでございますが、とりあえず現段階では関係する団体をもっ

て構成をしているところでございます。 

 また、２つ目の協議内容でございますが、この畜産クラスター事業につきましては、平

成26年にモデル的な事業で全国で22地区を対象にしてスタートした事業でございます。そ

のモデル的な事業の内容を受けて、昨年の10月ぐらいからクラスター協議会、クラスター

計画を作成した地域に重点的に支援していきますよというようなことになってございま

す。そのことを受けまして、急遽いろんな部分で出てきたものでございますから、関係機

関協議をした中で、とりあえず協議会を設立しながら……協議会がないとまず事業を実施

していけない。また、本来協議会を設置してから計画をつくるということになろうかと思

いますけれども、国のほう含めて、補正予算含めて急いでいるということもございまして、

計画のほうと並行した中で事業を進めているというような状況にございます。ですから、
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一番最初に協議をした段階においては、まだ協議会ができる前でございましたので、町と

農協とで協議しながら、農協さんを通じて組合員、非組合員さん含めて意向を確認したり

してございます。そういう中で進めてございます。今現在事業の内容、まだ正式に来てい

ない部分もあります。今までに農協さんを通じて、畜産農家さんに周知したのが昨年と、

あと今年について補正でありますリース事業の関係については取りまとめ等をしてござい

ます。また、今月になって事業の説明会等もございましたので、その辺を受けてクラスタ

ー協議会として畜産農家さんに説明、周知をしていきたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 私先ほど聞き忘れたかと思うのですが、加盟団体の負担金はどんなふうにな

っているのでしょう。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 負担金につきましては、町と農協で２万円ずつというふうに考えてござ

います。基本的に協議会を通して事業ということになろうかと思いますけれども、その事

業というのはハード事業がメーンになろうかと思います。ということで、ハード事業につ

いては早くても27年後半なり28年以降というふうに考えてございますので、今回について

は事務経費と、それに伴います会計を処理するための印鑑というのですか、等を整理する

ために事務費ということで町と農協で２万ずつということでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に36ページ、10款教育費、１項教育総務費から

39ページ、12款１項公債費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 それでは、予算書36ページから引き続き説明させていただきます。10款

教育費、１項教育総務費、２目事務局費79万円を減額し、5,810万8,000円は、事業費確定

に伴います更正減が主な内容であります。 

 ２項小学校費、１目学校管理費47万6,000円を減額し、8,193万1,000円。 

 ２目教育振興費36万6,000円を減額し、988万3,000円。 

 ５目学校保健費15万円を減額し、266万円は、事業費確定に伴います更正減でございます。

いずれの目も更正減でございます。 

 ３項中学校費、１目学校管理費76万円を減額し、5,356万8,000円。 

 ２目教育振興費54万3,000円を減額し、968万5,000円は、いずれの目も事業費確定に伴い

ます更正減でございます。 

 38ページに移らせていただきます。４目スクールバス管理費155万円を減額し、6,015万
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5,000円は、事業費確定に伴います更正減が主な内容でありますけれども、13節委託料にお

きましては、校外活動における運行業務委託料120万円の更正減が内容となっております。 

 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費１万8,000円を追加し、6,676万2,000円は、人件費の更

正減でございます。 

 ５項社会教育費、１目社会教育総務費19万2,000円を追加し、3,166万6,000円は、人件費

の追加補正であります。 

 ６目家庭教育学級開設費10万円を減額し、19万7,000円。 

 ７目図書館管理費19万1,000円を減額し、3,768万7,000円は、いずれの目も事業費確定に

伴います更正減でございますけれども、７目図書館管理費における11節需用費につきまし

ては説明資料72ページに記載とおり教育文化センター床暖房修繕に対応する追加補正でご

ざいます。 

 ６項保健体育費、１目社会体育総務費83万6,000円を追加し、947万1,000円は、説明資料

73ページに記載のとおり青年等対外競技出場奨励費補助金の追加補正でございます。 

 ２目社会体育施設費41万9,000円を減額し、7,671万2,000円におきましては、13節委託料

につきましては説明資料73ページに記載のとおり指定管理委託料における公共施設料免除

に伴います利用料金の補填に対応するものでございます。 

 ３目給食センター管理費142万1,000円を減額し、8,635万3,000円は、事業費確定に伴い

ます更正減でございます。 

 12款１項公債費、１目元金110万円を追加し、７億1,208万5,000円。 

 ２目利子245万3,000円を減額し、8,797万5,000円につきましては、臨時特例財政対策債

におきます利率改定に伴います、いずれの目も補正となるものでございます。元利均等償

還にかかわります元金の増加と利子の更正減となるものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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 ここで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 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。 
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 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 ３時０６分  休憩 

午後 ３時２０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２５ 議案第２０号 

〇田村議長 日程第25、議案第20号 平成26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。 

〇大山産業課長 議案書43ページをごらん願います。あわせまして説明資料74ページをご

らん願います。議案第20号 平成26年度浦幌町町有林野特別会計補正予算。 

 平成26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1,189万2,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ１億1,230万3,000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27年３月９日提出、浦幌町長。 

 44ページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正は省略をさせていただきます。 

 45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の総括につきましても

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、間伐素材売払収入等の確定に伴います追加、

事業費等の確定に伴います減額並びに基金積立金の追加によるものでございます。 

 46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1,152万円を追加し、1,935万3,000円、１節間伐材売払収入1,152万円を追加するも

のでございます。 

 ５款諸収入、１項１目雑入37万2,000円を追加し、130万2,000円、１節雑入、支障立木伐

採補償費の増加によります37万2,000円の追加でございます。 

 ３、歳出、１款１項１目財産管理費1,462万2,000円を追加し、3,566万1,000円、13節委
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託料30万8,000円の更正減は執行残によるものでございます。25節積立金1,493万円の追加、

町有林野事業基金への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273万円を減額し、6,892万5,000円、15節工事請負費

273万円の更正減は入札による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します。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第20号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２６ 議案第２１号 

〇田村議長 日程第26、議案第21号 平成26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。 

〇泉町民課長 47ページをお開き願います。あわせまして説明資料は75ページから77ペー

ジをごらん願います。議案第21号 平成26年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算。 

 平成26年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計補正予算（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3,874万3,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ８億4,808万9,000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27年３月９日提出、浦幌町長。 

 次のページ、48ページ、49ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに50ページ、歳入歳

出補正予算事項別明細書、１、総括は省略をさせていただきます。 

 51ページをごらん願います。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1,200万円を追加し、２億1,840万円、医療給付費現年課税分700万円、同じく
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滞納繰越分400万円、後期高齢者支援分現年課税分50万円、介護納付金分現年課税分50万円

の追加でございます。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税40万円を減額し、570万3,000円、医療給付費分現年

課税分40万円の更正減でございます。いずれも保険税の確定によるものであります。 

 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838万8,000円を減額し、１

億6,232万4,000円。 

 ２目高額医療費共同事業負担金107万1,000円を減額し、711万2,000円。 

 ２項国庫補助金、１目財政調整交付金2,594万1,000円を減額し、650万円。 

 52ページをごらん願います。３款１項１目療養給付費等交付金1,591万円を減額し、

1,961万4,000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107万1,000円を減額し、

711万2,000円。 

 ２項道補助金、１目財政調整交付金425万4,000円を減額し、4,400万円。 

 ６款１項財産運用収入、１目利子及び配当金１万6,000円を減額し、１万8,000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452万2,000円を追加し、

2,752万2,000円。 

 ２目保険財政共同安定化事業交付金1,323万6,000円を追加し、8,323万6,000円。 

 53ページをごらん願います。８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金95万

9,000円を追加し、１億319万円、保険基盤安定軽減分繰入金123万1,000円の追加、保険基

盤安定支援分繰入金56万8,000円の追加、その他一般会計繰入金84万円の更正減でございま

す。いずれも額の確定によるものでございます。 

 ２項１目基金繰入金1,389万円を減額し、361万5,000円、これは基金を取り崩さずに事業

執行できるという見通しから更正減をするものでございます。 

 10款諸収入、３項雑入、３目一般被保険者返納金148万1,000円を追加し、150万円、療養

給付費返納金の追加でございます。 

 54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

41万7,000円を減額し、2,737万7,000円。 

 ３項１目運営協議会費３万3,000円を減額し、10万8,000円、いずれも執行残によるもの

でございます。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、２目退職被保険者等療養給付費1,800万円を減額し、

1,800万円。 

 ５目審査支払手数料35万6,000円を減額し、132万6,000円。 

 55ページをごらん願います。２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費400万円を減

額し、5,600万円。 

 ２目退職被保険者等高額療養費560万円を減額し、400万円。 

 ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金126万円を減額し、504万円、いずれも療養給付
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費等の減収による額の確定でございます。 

 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428万3,000円を減額し、

2,845万1,000円。 

 ３目保険財政共同安定化事業拠出金403万2,000円を減額し、8,428万2,000円、いずれも

額の確定によるものでございます。 

 56ページをごらん願います。８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費76万

4,000円を減額し、423万2,000円、検診受診者の減によるものでございます。 

 ２項保健事業費、１目保健衛生普及費2,000円を追加し、193万円、検診受診者の減によ

る総合検診業務委託料49万8,000円の更正減。65歳以上の被保険者のインフルエンザ予防接

種費用が国民健康保険の特別調整交付金の対象となったことから予算の組み替えを行うた

めに追加を行うものでございます。 

 以上で提出議案の説明を終わらせていただきます。終わります。 

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２２号 

〇田村議長 日程第27、議案第22号 平成26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。 

〇泉町民課長 57ページをお開き願います。あわせまして説明資料は78ページをごらん願

います。議案第22号 平成26年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算。 

 平成26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

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346万7,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ8,049万1,000円とする。 
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 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27年３月９日提出、浦幌町長。 

 次のページ、58ページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに59ページ、歳入歳出補正予算

事項別明細書、１、総括は省略をさせていただきます。 

 60ページをごらん願います。２、歳入、１款１項１目後期高齢者医療保険料151万4,000円

を減額し、4,515万8,000円、現年度167万1,000円の更正減、滞納繰越分15万7,000円の追加

でございます。保険料の額の確定によるものでございます。 

 ２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金195万3,000円を減額し、3,425万

8,000円、事務費繰入金18万円、保険基盤安定繰入金177万3,000円の更正減でございます。

額の確定によるものでございます。 

 ３、歳出、２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金346万7,000円を減額し、7,315万

円、広域連合への納付額の確定による減額でございます。 

 以上で提出議案の説明を終わらせていただきます。終わります。 

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２３号 

〇田村議長 日程第28、議案第23号 平成26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。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 61ページをお開き願います。あわせまして説明資料は79ページから81ペー

ジをごらん願います。議案第23号 平成26年度浦幌町介護保険特別会計補正予算。 

 平成26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2,056万8,000円を減額し、歳入歳出
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の総額を歳入歳出それぞれ６億6,624万8,000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27年３月９日提出、浦幌町長。 

 次の62ページ、63ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに64ページ、歳入歳出補正予

算事項別明細書、１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。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400万円を追加し、9,668万5,000円、保険料額の確定によるものでございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金436万6,000円を減額し、１億

523万9,000円、額の確定によるものでございます。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金469万6,000円を減額し、5,172万6,000円、同じく額の

確定によるものでございます。。 

 ３目介護保険事業費補助金135万円を追加し、135万円、システム改修事業費補助金の内

容でございます。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金491万4,000円を減額し、9,288万

5,000円、これも額の確定によるものでございます。 

 ４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金1,065万4,000円を減額し、１億7,141万

5,000円。 

 ２目地域支援事業交付金104万9,000円を減額し、129万4,000円、いずれも額の確定によ

るものでございます。 

 66ページをごらん願います。６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金378万

3,000円を減額し、１億1,772万1,000円、介護給付費繰入金220万円、地域支援事業繰入金

56万5,000円、職員給与費等繰入金248万6,000円は、いずれも更正減でございます。事務費

繰入金146万8,000円の追加でございます。いずれも額の確定によるものでございます。 

 ２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金354万4,000円を追加し、1,017万4,000円、

準備基金からの繰入金でございます。 

 67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

270万円を追加し、1,391万2,000円、これにつきましては先ほどの歳入と同様、制度改正に

伴うシステム改修業務費用の追加でございます。 

 ３項１目介護認定審査会費11万8,000円を追加し、591万9,000円、事務機器借り上げ料の

追加でございます。 

 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1,700万円を

追加し、１億8,200万円。 

 ３目地域密着型介護サービス等給付費1,600万円を減額し、１億1,200万円。 

 ４目施設介護サービス等給付費1,300万円を減額し、２億4,200万円。 

 ６目住宅改修費20万円を追加し、220万円、いずれも介護サービス等給付費の増減でござ
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います。 

 68ページをごらん願います。２項１目高額介護サービス等費330万円を減額し、1,370万

円。 

 ４項１目特定入所者介護サービス等費250万円を減額し、3,250万円。 

 ４款１項地域支援事業費、１目介護予防事業費119万6,000円を減額し、615万5,000円。 

 ２目任意事業費191万3,000円を減額し、296万2,000円。 

 ３目包括的支援事業費267万7,000円を減額し、1,877万1,000円、いずれも事業費の確定

見込みによる減額でございます。。 

 以上で提出議案の説明を終わらせていただきます。終わります。 

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２４号 

〇田村議長 日程第29、議案第24号 平成26年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇佐藤診療所事務長 70ページをごらん願います。あわせて説明資料82ページをごらん願

います。議案第24号 平成26年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算。 

 平成26年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計補正予算（第３回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,237万6,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ２億6,572万2,000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） 
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 第２条 地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

 平成27年３月９日提出、浦幌町長。 

 71ページの第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。 

 72ページをごらん願います。第２表、地方債補正、変更は補正後でご説明申し上げます。

起債の目的、過疎対策事業、限度額1,760万円、浦幌町立診療所医療機器更新事業、限度額

1,760万円、計1,760万円。補正前に比べ120万円の更正減でございます。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。 

 73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、総括につきましても

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、歳入につきましては診療報酬収入の確定見込

みによります補正、歳出につきましては医療ガス供給装置更新に伴う修繕料の追加、その

他経費については運営実績等に伴います増減補正の内容でございます。 

 74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1,228万6,000円を減額し、7,094万8,000円は、一般会計からの繰入金の減額でござ

います。 

 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入111万円を追加し、１億6,768万円は、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120万円を減額し、1,760万円は、

確定に伴う更正減でございます。 

 75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99万1,000円

を減額し、4,573万5,000円は、いずれも運営実績等に伴う補正でございます。 

 ２目医業費1,138万5,000円を減額し、２億1,967万1,000円は、11節需用費のうち修繕料

の追加につきましては、説明資料のとおり医療ガス供給装置のメンテナンス部品の供給が

３月末で終了となることから、装置更新に伴う修繕料の追加、その他の経費につきまして

は運営実績等に伴います増減補正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申し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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。 
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 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２５号 

〇田村議長 日程第30、議案第25号 平成26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。 

〇新川施設課長 77ページをごらん願います。あわせて説明資料83ページをごらん願いま

す。議案第25号 平成26年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算。 

 平成26年度浦幌町の公共下水道特別会計補正予算（第３回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,392万円を減額し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ３億6,288万9,000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27年３月９日提出、浦幌町長。 

 78ページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 79ページの第２表、地方債補正、変更は補正後で申し上げます。起債の目的、下水道事

業、限度額2,550万円、公共下水道事業、限度額2,550万円、計2,550万円、補正前に比べ50万

円の減額です。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。 

 80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、総括は省略させてい

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移設事業等の額の確

定による減額補正をするものでございます。 

 ２、歳入、１款分担金及び負担金、２項負担金、１目公共下水道費負担金266万6,000円

を減額し、1,733万6,000円、宝町マンホール中継ポンプ移設工事確定による工事負担金の

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目公共下水道使用料301万5,000円を減額し、

6,511万9,000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77万8,000円を減額し、

2,862万2,000円、監視制御設備更新等、事業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696万1,000円を減額し、２億1,688万

2,000円、一般会計からの繰入金の更正減でございます。 
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 ８款１項町債、１目公共下水道事業債50万円を減額し、2,550万円、公共下水道事業債の

確定による更正減でございます。 

 82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

112万円を減額し、373万1,000円、下水道審議会委員報酬、補助金返還金及び消費税確定に

よる更正減でございます。 

 ２項施設管理費、１目管渠管理費130万円を減額し、724万7,000円、マンホールポンプ内

分解修理及び機器更新実勢価格調査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1,150万円を減額し、8,723万6,000円、調査設計委託

料及び監視制御整備更新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。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25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３１ 議案第２６号 

〇田村議長 日程第31、議案第26号 平成26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。 

〇新川施設課長 83ページをごらん願います。あわせて説明資料84ページをごらん願いま

す。議案第26号 平成26年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算。 

 平成26年度浦幌町の個別排水処理特別会計補正予算（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795万円を減額し、歳入歳出の総額を

歳入歳出それぞれ4,694万5,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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 （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27年３月９日提出、浦幌町長。 

 84ページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 85ページをごらん願います。第２表、地方債補正、変更は補正後で申し上げます。起債

の目的、下水道事業、限度額810万円、個別排水処理施設整備事業、限度額810万円、計810万

円、補正前に比べ650万円の減額です。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。 

 86ページをお開き願います。歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括は省略させてい

ただきます。 

 このたびの補正につきましては、消費税確定に伴う追加補正と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。 

 87ページをごらん願います。２、歳入、４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金200万2,000円を減額し、2,442万4,000円、一般会計からの繰入金の更正減でござい

ます。。 

 ６款諸収入、３項１目雑入55万2,000円を追加し、55万4,000円、消費税確定申告に伴う

還付金の追加でございます。 

 ７款１項町債、１目個別排水処理施設整備事業債650万円を減額し、810万円、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。 

 88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

20万円を減額し、26万3,000円、消費税が確定したことによる更正減でございます。 

 ２目普及推進費45万円を減額し、157万1,000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50万円を減額し、1,849万8,000円、浄化

槽の清掃、保守業務確定による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680万円を減額し、920万円、設置基数確

定による更正減でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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26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。 
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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３２ 議案第２７号 

〇田村議長 日程第32、議案第27号 平成26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。 

〇新川施設課長 89ページをごらん願います。あわせて説明資料85ページをごらん願いま

す。議案第27号 平成26年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算。 

 平成26年度浦幌町の簡易水道特別会計補正予算（第３回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,984万7,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ４億2,553万9,000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27年３月９日提出、浦幌町長。 

 90ページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 91ページをごらん願います。第２表、地方債補正、変更は補正後で申し上げます。起債

の目的、簡易水道事業、限度額9,150万円、計9,150万円。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。簡易水道事業費額の確定による変更で790万円の減額とな

っております。 

 92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、総括は省略させてい

ただきます。 

 このたびの補正につきましては、統合簡易水道事業などの確定による減額補正と消費税

還付金などの追加補正をするものでございます。 

 93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1,246万9,000円を減額し、2,733万1,000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、２項手数料、１目簡易水道手数料11万円を追加し、21万円、給

水工事設計審査件数の増に伴う追加でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金536万1,000円を減額し、１億1,372万

5,000円、一般会計からの繰入金の更正減でございます。 
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 ６款諸収入、２項１目雑入577万3,000円を追加し、577万5,000円、消費税確定による還

付金の追加でございます。 

 ７款１項町債、１目簡易水道事業債790万円を減額し、9,150万円、簡易水道事業債の確

定に伴う更正減でございます。 

 94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

193万7,000円を減額し、2,522万円、職員手当等の追加と消費税が還付となったことによる

更正減でございます。 

 ２目施設管理費257万円を減額し、7,524万1,000円、施設環境整備に係る賃金、静内、十

勝太排水監視システム通信料及び汚泥処理量減による手数料、水質監視装置点検保守業務

委託料の更正減並びに浦幌浄水場緊急応急給水設備工事費と色濁度計の購入に係る備品購

入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1,534万円を減額し、１億7,197万6,000円、町道改良工

事に伴い事業費確定による水道管移設に係る調査設計委託料と工事費、量水器取りかえの

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。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27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12日までの３日間、議事の都合により休会と

し、３月13日午後６時から本会議を開きたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、あすから３月12日までの３日間、議事の都合により休会とし、３月13日午後６

時から本会議を開くことに決定をいたしました。 
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    ◎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５９分 


