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平成２７年第１回浦幌町議会定例会（第４号） 

 

平成２７年３月１７日（火曜日） 

開議 午前１０時００分 

延会 午後 ３時４９分 

 

〇議事日程 

 日程第 １ 議案第２８号 平成２７年度浦幌町一般会計予算 

 日程第 ２ 議案第２９号 平成２７年度浦幌町町有林野特別会計予算 

 日程第 ３ 議案第３０号 平成２７年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第 ４ 議案第３１号 平成２７年度浦幌町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第 ５ 議案第３２号 平成２７年度浦幌町介護保険特別会計予算 

 日程第 ６ 議案第３３号 平成２７年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算 

 日程第 ７ 議案第３４号 平成２７年度浦幌町公共下水道特別会計予算 

 日程第 ８ 議案第３５号 平成２７年度浦幌町個別排水処理特別会計予算 

 日程第 ９ 議案第３６号 平成２７年度浦幌町簡易水道特別会計予算 

 

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 

     総 務 課 財 政 係 長   原  口  康  紀 
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          町 民 課 長      泉        初 

     町民課長補佐   菅  原  伊 奈 子 

     町 民 課 保 健 医 療 係 長   寺  澤  祐  哉 

     町 民 課 町 民 生 活 係 長   佐  藤  栄  一 

     町 民 課 住 民 税 係 長   高  田  泰  宏 

     町 民 課 資 産 税 係 長   河  合  裕  和 

     保健福祉課長   熊  谷  晴  裕 

     保 健 福 祉 課 長 補 佐   坂  下  利  行 

     保 健 福 祉 課 長 補 佐   佐  藤     亘 

     保 健 福 祉 課 保 健 予 防 係 長   新  宅  真 起 子 

     保 健 福 祉 課 
              志  賀  裕  子 
     包 括 支 援 セ ン タ ー 所 長  

          産 業 課 長      大  山  則  幸 

     産 業 課 林 務 係 長   吉  田  尚  哉 

     施 設 課 参 事   関  谷     晃 

     施 設 課 水 道 業 務 係 長   志  賀  克  英 

     施 設 課 水 道 施 設 係 長   小 笠 原  秀  城 

     上浦幌支所長   横  田  孝  志 

     上 浦 幌 支 所 業 務 係 長   井  上     亨 

     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 

     教育次長補佐   鈴  木     広 

     教育次長補佐   高  橋     慎 

     教育次長補佐   小  林  昭  典 

     教 育 委 員 会 総 務 係 長   松  田  健  一 

     教 育 委 員 会 学 校 教 育 係 長   菅  野  泰  範 

     教 育 委 員 会 社 会 教 育 係 長   大  泉  敦  嗣 

     教 育 委 員 会 図 書 館 係 長   栗  本  真 由 美 

 

    農業委員会 

     会    長   小  川  博  幸 



  - 3 -  

          事 務 局 長      吉  田  裕  明 

     事務局長補佐   宿  院  賢  一 

     農 地 係 長   髙  橋  博  勝 

 

    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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開議 午前１０時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は11名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 

    ◎日程第１ 議案第２８号 

〇田村議長 日程第１、議案第28号 平成27年度浦幌町一般会計予算を議題といたします。 

 昨日に引き続き予算審議を行います。 

 それでは、２款１項８目支所費から６款１項４目農業団地センター管理費までの説明を

求めます。 

 上浦幌支所長。 

〇横田上浦幌支所長 一般会計予算書40ページと、あわせて一般会計予算説明資料15ペー

ジをごらん願います。２款総務費、１項総務管理費、８目支所費、本年度予算額1,999万

5,000円、この目につきましては上浦幌支所の業務に係る経費であります。増額の主なもの

は、職員人件費で138万2,000円の増、減額の主なものは支所業務職員体制の充実を図るた

め７節賃金の臨時職員賃金を１節報酬の嘱託職員報酬に組みかえをし、13万円の減額の内

容であります。13節委託料、14節使用料及び賃借料につきましては、予算説明資料15ペー

ジに記載のとおりであります。 

 次に、予算書75ページから76ページと、あわせて予算説明資料23ページをごらん願いま

す。６款農林水産業費、１項農業費、４目農業団地センター管理費、本年度予算額690万

8,000円、この目につきましては浦幌町農業団地センターの維持管理に係る経費でありま

す。管理費のうち７割につきましては、浦幌町農業協同組合に負担していただいておりま

す。増額の主なものは、11節需用費の燃料費は単価低減により18万3,000円の減、光熱水費

は電気料の高騰により24万9,000円の増、修繕料19万円の増、あわせて需用費総体で25万

6,000円の増額の内容であります。13節委託料につきましては、予算説明資料23ページに記

載のとおりであります。 

 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 質疑がないようですので、ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午前１０時０４分  休憩 

午前１０時０４分  再開 
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〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 次に６款１項１目農業委員会費の説明を求めます。 

 農業委員会事務局長。 

〇吉田農業委員会事務局長 一般会計予算書の73ページをごらんいただきたいと思いま

す。６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、本年度の予算額は3,564万6,000円

でございます。この目は、農業委員会の運営、事業活動及び農業者年金加入促進に関する

経費でございます。主な増額の内容ですが、２節給料、３節職員手当等、４節共済費の事

務局職員の人件費関連で36万6,000円の増、13節委託料につきましては一般会計予算説明資

料22ページに記載のとおり、農地台帳等の公表に伴う農地台帳、農地地図情報及び照合シ

ステム保守業務委託料の内容で16万2,000円の増でございます。また、減額の主な内容でご

ざいますが、９節旅費の研修旅費で19万5,000円の減、11節需用費の消耗品で10万8,000円

の減でございます。農業委員会費全体での比較では、26万9,000円の増でございます。 

 以上で１目農業委員会費の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 質疑がないようですので、ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午前１０時０６分  休憩 

午前１０時０７分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 次に、２款１項11目成人式費から10款３項４目スクールバス管理費までの説明を求めま

す。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 一般会計予算書の42ページをごらん願います。２款総務費、１項総務管

理費、11目成人式費、本年度予算額25万8,000円、この目につきましては平成28年浦幌町成

人式に要する経費でございます。特に説明を加えることはございません。 

 続いて、ページが飛びます。93ページをごらん願います。あわせまして予算説明資料の

28ページをごらん願います。10款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、本年度予

算額259万1,000円、この目につきましては教育委員４人の報酬、費用弁償、交際費などの

教育委員会の運営に要する経費でございます。１節報酬については、説明資料に記載のと

おりでございます。 

 93ページから94ページをごらん願います。２目事務局費、本年度予算額5,998万4,000円、

この目につきましては教育委員会事務局の運営や職員人件費及び小中一貫コミュニティス
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クールに要する経費でございます。平成27年度から本格的な実施をいたします小中一貫コ

ミュニティスクールに要する経費としては、各小中学校に設置する学校運営協議会の委員

の謝金、全国コミュニティスクール研究大会参加及び道内先進自治体との情報交流視察旅

費、パンフレット印刷費及び推進交付金等99万8,000円となっています。19節負担金、補助

及び交付金については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 95ページから96ページをごらん願います。あわせまして予算説明資料の29ページをごら

ん願います。２項小学校費、１目学校管理費、本年度予算額7,443万1,000円、この目につ

きましては小学校３校、児童数206名、教職員数31名に係る学校経営、施設維持に要する経

費でございます。増額の主なものは、11節需用費のうち消耗品費で教科書改訂に伴う教師

用指導書、教授資料代など322万8,000円の増、光熱水費で60万2,000円の増、これらを合わ

せて383万円の増、14節使用料及び賃借料は教育用コンピューター借り上げ料で668万

1,000円の増、ソフトライセンス料で69万5,000円の増、これらを合わせて737万6,000円の

増額という内容でございます。減額の主なものは、11節需用費のうち燃料費で146万4,000円

の減、12節役務費は手数料で56万円の減、13節委託料は厚内小学校教員住宅水洗化工事の

実施設計委託業務の完了に伴い100万円の減、15節工事請負費は浦幌小学校周辺施設整備工

事、厚内小学校教員住宅水洗化工事及び上浦幌中央小学校遊具改修工事の完成に伴いまし

て1,500万円の減、18節備品購入費は上浦幌中央小学校屋外放送設備の購入が終わりました

ので、122万2,000円の減額という内容でございます。13節委託料、14節使用料及び賃借料

については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 96ページから97ページをごらん願います。２目教育振興費、本年度予算額950万2,000円、

この目につきましては小学校３校の教育振興のための事務委託や関係団体への事業支援に

要する経費でございます。減額の主なものは、19節負担金、補助及び交付金で学校経営教

育実践研究事業交付金のうち小中一貫推進交付金40万円を事務局費へ組みかえしたことに

よる減額でございます。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費について

は、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ３目特別支援教育振興費、本年度予算額411万6,000円、この目につきましては特別支援

教育推進のための事業費と特別支援学級を浦幌小学校に３学級開設し、その運営に要する

経費でございます。学級の内訳は、知的障がい１学級、言語障がい１学級、情緒障がい１

学級でございます。増額の主なものは、浦幌小学校の特別支援教育支援員を１名から２名

に増員するため、１節報酬で100万8,000円の増額という内容でございます。１節報酬につ

いては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 97ページから98ページをごらん願います。４目簡易水泳プール管理費、本年度予算額

125万6,000円、この目につきましては厚内小学校と上浦幌中央小学校の２校に設置してお

ります学校プールの維持管理に要する経費でございます。増額の主なものは、説明資料に

記載のとおり11節需用費のうち修繕料で上浦幌中央小学校のプール天井修繕50万円の増額

という内容でございます。 
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 ５目学校保健費、本年度予算額295万9,000円、この目につきましては小中学校の児童生

徒及び教職員の健康診断等に要する経費でございます。増額の主なものは、14節使用料及

び賃借料でＡＥＤ借り上げ料40万2,000円の増額という内容でございます。減額の主なもの

は、11節需用費のうち消耗品費で15万7,000円の減、13節委託料は児童生徒健康診断委託料

で５万3,000円の減額という内容でございます。13節委託料、20節扶助費については、説明

資料に記載のとおりでございます。 

 99ページから100ページをごらん願います。あわせまして予算説明資料の29ページから

30ページをごらん願います。３項中学校費、１目学校管理費、本年度予算額5,856万1,000円、

この目につきましては中学校２校、生徒数104名、教職員数27名に係る学校経営、施設維持

に要する経費でございます。増額の主なものは、11節需用費のうち消耗品費で15万8,000円

の増、光熱水費で59万円の増、これらを合わせて74万8,000円の増、13節委託料のうち保守

業務委託料で19万2,000円の増、環境整備委託料で19万8,000円の増、これらを合わせて39万

円の増、14節使用料及び賃借料は教育用コンピューター借り上げ料で325万1,000円の増、

ソフトライセンス料で34万4,000円の増、これらを合わせて359万5,000円の増額という内容

でございます。減額の主なものは、７節賃金で20万8,000円の減、11節需用費のうち燃料費

で84万円の減額という内容でございます。１節報酬、13節委託料、14節使用料及び賃借料

については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 100ページから101ページをごらん願います。２目教育振興費、本年度予算額1,077万

5,000円、この目につきましては中学校２校の教育振興のための事務委託や関係団体等への

事業支援に要する経費及び外国語指導助手の配置に要する経費でございます。増額の主な

ものは、外国語指導助手の交代に伴いまして９節旅費のうち帰国に係る費用弁償65万

6,000円の増、19節負担金、補助及び交付金は渡航費用負担金15万円の増でございます。20節

扶助費は、要・準要保護児童学用品等扶助費で対象生徒数の増加で15万円の増額という内

容でございます。減額の主なものは、１節報酬で24万4,000円の減額という内容でございま

す。１節報酬、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費については、説明資料に記載の

とおりでございます。 

 ３目特別支援教育振興費、本年度予算額151万8,000円、この目につきましては特別支援

教育推進のための事業費と特別支援学級を浦幌中学校に１学級開設し、その運営に要する

経費でございます。１節報酬については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 101ページから102ページをごらん願います。４目スクールバス管理費、本年度予算額

6,693万6,000円、この目につきましてはスクールバス９路線に係る人件費及び運行管理費

でございます。増額の主なものは、13節委託料のスクールバス運転業務委託料のうち道路

運送法の改正によりまして一般貸し切り旅客自動車運送の運賃が時間キロ選択運賃制度か

ら時間キロ併用運賃制度に改正となったため、登下校業務が1,166万6,000円の増、校外活

動業務が260万円の増、これらを合わせて1,426万6,000円の増額という内容でございます。

13節委託料については、説明資料に記載のとおりでございます。 
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 以上で説明を終わらせていただきますので、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。 

 ２番、差間議員。 

〇差間議員 この場で、議会の場で何回か聞いているのですけれども、小学校費と中学校

費のことで、財団法人アイヌ文化振興研究推進機構から来ていると思うのですけれども、

副読本の利用方法についてお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えします。 

 基本的には、小学校は社会科の授業などで、小学校４年生、５年生の社会科の中でふる

さと教育とあわせて使わせていただいています。また、中学校におきましても社会科の授

業の中で中学校２年生に配付しておりますけれども、そちらの中で地域を知るということ

で、歴史も含めながらの授業で活用させていただいております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 何回かご返答いただいているのですけれども、私がお尋ねするのは副読本の

利用方法です。授業の中でどういうふうに扱われているかお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 振興協会から配付されている副読本、それと町のほうでも郷土読本というのを作成して

おります。両方あわせながら、本町の歴史も踏まえながら、どういった形で本町が発展し

てきた経過とか、それから昔の人々の生活や暮らしの中ということで、その中で活用をい

ただいているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 私が何回もこの場で発言いたしますのは、私たちの社会の中では大変人種差

別、こういったことが行われております。これは、決して100年前、20年、30年前のことで

はなくて、現在でも行われております。私もいろいろ活動しながら、あちらこちらと歩く

のですけれども、食事のために寄るレストラン、お茶を飲みに寄るための喫茶店、そうい

ったところだけではなくて、いろいろな活動する場において非常につらい目に遭っており

ます。私は、これは全て教育の影響だとは申しません。しかし、教育の場でしっかりと私

たちのアイヌ民族についての教育をしていただけるようにお願いすることで、こう尋ねて

いるのです。 

 この私たちが、今皆さんもそうですけれども、住んでいる北海道は、そもそもこれは私

たちの土地なのです。死んでしまいましたが、萱野氏もこの件に触れては私たちは一切貸
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した覚えも売った覚えもない、こう言っておりました。この思いは、私たちはみんな持っ

ているのですけれども、この点で歴史の中で北海道はどういうふうに開拓されていったか、

屯田兵と開拓民がどのように入ってきたか、世界でも類例を見ないほど極めて短時間のう

ちに大量の人たちが北海道に移ってきたか。それを教育の場でしっかりと述べてほしいの

です。どうでしょう。言いたいことは、まだまだあります。私は、女房は和人ですけれど

も、家に帰って繰り返し繰り返しじだんだを踏みながら悔しい思いを現在も続けておりま

す。私たちに物を売るのは、余計なことのように扱われているのです。喫茶店に行ってコ

ーヒーを頼むと、一切何も出てこないこともあります。何回も言うように、これは過去の

ことではないのです。現在のことなのです。これは、法務局に行って相談もしております

が、やはり教育の場でしっかりと子どもたちに伝えてほしいのです。 

 私たちの団体がアイヌ協会として設立されてウタリ協会に変わって、またアイヌ協会に

今変わっております。アイヌ協会に名前変更するときに、当時の理事長が私たちの総会の

壇上で仁王立ちになって、会場から物をぶつけられながら、会場にいる我々の仲間がみん

な壇上にいる理事長に物をぶつけたのです。なぜか。理事長はこんな社会体制になってそ

ろそろいいだろう、俺たちの団体をもとのアイヌ協会に名前を変えようと言ったら、会場

の会員が、私はその会員のほうにいたのですけれども、立ち上がって物をぶつけるのです。

また我々の子どもたちを差別のるつぼに落とし込むつもりかと。そうはいっても、国連で

は日本政府に何回も何回も勧告している。ところが、日本政府は一切動かない。私たちを

明治から管理していた旧土人保護法を私たちの新しい法律に変えてくれと言ったら、日本

政府は私たちの実態を文化だけに押し込めてしまった。アイヌ文化振興法と名前をすりか

えて提案してきました。それでも受け入れなければならないか、こんなものをはねつけよ

うか、これは大変な議論になったのですけれども、やっぱり受け入れました。もっと社会

が変わるようにという願いを込めて私たちは受け入れたのです。 

 ところが、いつまでたっても状況は変わらない。私たちの会員は、自分たちの子どもを

守るために自分がアイヌであるということを名乗り出せない。私は、この場で私たちアイ

ヌに対する政策は一体どういう思いでいるかと町長に一番最初にお尋ねしました。私は、

そのおかげで町内の店に行くと、私が店に入ったらそのお店の主人は出てこないのです。

そんなところにはもう行けません。その店の経営者にとっては、自分が今まで築き上げた

アイヌであるということを言わずに生活していた、この自分の体制が危ういからではない

ですか。私は、ひどいショックを受けて寝れない思いをしましたが、やっぱり私は自分が

アイヌであるということを宣言して、それで皆さんにどうですかと申し上げているのです。

ただいま私が申し上げているのは、その和人社会の教育の件についてです。 

 財団法人が私たちの歴史に関して研究している、勉強している人たち、そういう人たち

にたくさん声をかけて、我々と我々が暮らす社会の中で一緒に暮らしている人たちの間を

どうしたらいいのだろうということでこの副読本をつくっているのです。いいですか。副

読本を財団法人から各教育委員会に配っております。各教育委員会では、各先生たちにそ
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の副読本を配っております。問題は、その先なのです。その副読本の中に書かれているこ

とが子どもたちに伝えられるように先生たちは活動しているのかどうか、その点を聞きた

いのです。返答を下さい。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 アイヌの人たちの歴史や文化につきましては、児童生徒に正しく理解をさ

せる。そして、みずから判断をして行動ができる、そういう子どもたちを目指して各学校

において教育をしているところでございます。授業を行う際には学習指導要領というもの

がございまして、この趣旨に基づきまして検定教科書を用い、そしてまた町では副読本を

つくっておりますので、それをもとにしながら、加えてこれだけでは十分ではございませ

んので、補助教材としましてアイヌ振興機構が出しております「アイヌ民族：歴史と現在」、

この副読本を活用しながらアイヌの文化学習を進めているところでございます。 

 それで、北海道教育委員会のほうからも指針が出ておりまして、これは平成23年の３月

に発行しておりますけれども、ふるさと教育の充実を目指してということで、アイヌの人

たちの歴史、文化に関する学習としまして、この推進機構発行の副読本を用いて、まず５

時間版、中身はムックリなどの楽器、アイヌ文化等が中心でございます。また、10時間版

というのがございまして、アイヌの人たちの衣服とか紋様、それから大切な歴史、文化、

昔と今の生活の違いなど、そういったプログラムが提示されておりまして、各学校におき

ましてはこの副読本を用いながら適切に実施をしていただくということで各学校を指導し

ております。指導の状況につきましても、学校指導訪問を通してどのように行われている

かということを校長先生、教頭先生方からもお聞きしておりますが、この副読本を用いて

町内の小学校、中学校につきましては適切に指導が行われていると、そのように考えてお

ります。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 授業の中で実際に私たちが先住民族である、あなたたちの社会の中にはあな

たたちと違った民族がいる、はっきりこう子どもたちに伝えているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 副読本の中には、そのような記述になってございます。その場面がどのよ

うに指導されているかということを逐一私はその現場では見ておりませんけれども、教科

書、それから社会科副読本、さらにこうした補助教材を用いて各学校で判断をしていただ

きながら適切に実施をしていただいていると、このように考えております。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 先生たちは、道教委の中で、管理体制の中で５年研、10年研、各種の研修を

通じて北海道教育委員会を主体として研修を受けている。これは、間違いありませんか。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 教育長。 

〇久門教育長 各種研修会がございまして、その中の項目に今議員がおっしゃった内容、

研修内容が含まれております。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 そういった内容の研修を経て、その先生たちは子どもたちにその研修の内容、

もう一度お伺いしますが、副読本の内容をはっきりと伝えているのでしょうか。先住民族

であるということと、あなたたちは違った民族とともに暮らしているという、その部分に

ついてです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 先ほどもお話しいたしましたが、その一部分がそのようにきちっとやられ

ているかどうかということについては、私はこの目では確かめておりませんけれども、道

教委の指導、また町教委の指導に基づいて適切に教科書、それから副読本、さらに補助教

材を用いて各学校では指導していただいていると、そのように考えております。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 私は、自分の立場がどういうものであるか常に考えながら生活しておりまし

た。やはり日本の中で暮らしていく私は、いつも周りを見ます。全く同じ顔をした民族の

中に暮らしているというのは、これは学生のときから常に私を悩ませておりました。とこ

ろが、国の名前はさておいて、いろいろな国に私行っておりますけれども、全然事情は別

なのです。中国、台湾、シンガポール、もちろんヨーロッパ各国です。そういった中でど

ういう感じに陥るか。全く違う顔をした人たちが一緒に暮らしているのです。やはりそう

いった中でも民族同士がまじり合うということは大変難しそうです。私に寄ってくる人た

ちは、やはりアジア系の人たちが多いです。やっぱりその人たちでもその国の中で差別を

受けながら暮らしているのは間違いないようです。ところが、日本に帰ってきますと、事

情は全く違って、もう相入れていないのです、相手のことを。この状況はどんどん進んで

おりまして、現在ヘイトスピーチという言葉が社会の中に蔓延しております。札幌の市議

会議員をやっているような人も日本国の参議院議員をやっているような人もアイヌに対し

ていろいろなことをおっしゃっているようです。これは、その人なりに、60、70といった

年代の人たちではありません。私は、戦後のこの間、この部分の教育が全く抜け落ちてい

たのでないかな、その状況を今も危ぶんでおります。その点でこの点はしっかりと方針を

とって、先生たちをしっかりと指導してほしいのです。子どもたちに向かって差別するな

とは言わなくても、あなたたちはいろいろな人たちと一緒に暮らしているのだという部分

について、繰り返し繰り返し伝えてほしいのです。いまだに私たちの仲間の中には、子ど

もにそのことを伝えられなくて苦しんでいる者もいっぱいおります。私が言うのは、それ

だけではなしに、その親たちが子どもたちに対して自分の状況を説明できないのは、その

親たちが心配過ぎではないと私は言っているのです。現在でもなお差別がこの世の中にあ
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ると言っているのです。私は、それを繰り返し繰り返し経験しているのです。学生時代ま

でさかのぼれば、そんなものではないです。町歩いているだけで警察の尋問を受けるので

す。学生証を出すと、慌てて警察は引き下がりますけれども、私たちの社会は決して過去

そういうことを行われていた社会ではないのです。現在もそうだと私は言っているのです。

私は、教育の果たす役割は非常に大きいと思っております。一般の日本に住んでいる方た

ちが多民族社会というのはどういうことなのか、その部分について理解するだけではなし

に、そこに一緒に住んでいる我々に対するエールにもなるのです。我々自身が教育によっ

て何とかしてくださいと私は言っているのです。先生たちがこうやって５年研、10年研と

いうところで研修を受けて、それで私たちの学校に戻って、それでその部分について考え

ながら子どもたちに教育をする。この部分について、私は教育長に強く先生たちを指導し

てくれるように、ここにお願いいたします。よろしくお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 ただいま議員のほうからお話を伺いました。 

 町教委といたしましても、年度当初学校教育指導の重点というものを各学校に示してお

ります。大きく５本の柱から成っておりますが、その中の３本目の柱に豊かな心というの

がございまして、ふるさと教育の推進の中の５項目めに地域の自然や歴史、北方領土やア

イヌの人たちの歴史、文化などの学習を充実すること、このように町教委の指針として示

しております。こういったことを、私ここに来ましてから６年目になりますけれども、こ

の文言は決して外しておりません。その姿勢で進めております。以前、前回の議会でもお

話しさせていただきましたけれども、各現場におきましては、ある学校の例を出して、先

生自体が夏休みに１週間、白老のほうに研修に出かけて、そこで学んできたことをもとに

して子どもたちにアイヌの調理を指導したり、あるいはバッタキウポポ、この踊りを指導

したり、それを学習発表会で地域の皆さんに披露して、アイヌの歴史や文化を広げていく

という活動も現に行われております。そういったことで、今議員のほうからは何か浦幌で

余り進んでいないようなお話に聞こえますけれども、一足飛びにはいかないかもしれませ

んが、大事な学習というふうに押さえておりますので、今後ともこのアイヌの正しい歴史

と文化につきましては学校の中で適切に指導していきたいと、そのように考えております。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 ちょっとくどいのですけれども、今文化の点について触れていただきました。 

 では、歴史の部分で多民族社会であるということと先住民族であるということと北海道

に後発の人たちとして和人と言われる方たちは後から入ってきた人たちですよ、この部分

についてはどうでしょうか。はっきり子どもたちに伝えているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 協会のほうから出ています副読本には、そのような文言でしっかり書かれ
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ておりますので、それらをもとに適切に指導されているというふうに考えております。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 私たちのアイヌ協会として、いろいろな部分で発信しておりますが、教育の

面についてやはり発信しているのです。私たちの周りを取り囲むいろいろな人たちの中に

は、その教育の部分について活動されている方たちもいっぱいおります。そういった方た

ちとともに手を携えて、歴史教育、民族教育を行っていくという考えについてはどうでし

ょうか。以前これに似た質問はしておりますが、その部分について回答をお願いいたしま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 その研究をされている方々と手を携えてということでございますが、具体

的にどういった方々、団体を指しているのか、ちょっとここでは判断できませんが、いろ

いろな考えをお持ちの方がいらっしゃいます。私たちは、公教育という立場で必要という

ことであれば、そういう方々とも連携をしていくということになろうかと思いますが、今

どの団体ということはここでは申し上げられません。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 アイヌ語をどうやって社会に広めていったらいいのだろう、アイヌ語の意味

するところは何なのだろう、土地の名前、物の名前、一体どういうところから出てきてい

るのだろうということで、私たちの言語はどういうふうに成り立っているかとか、そうい

った部分で教育をしている団体がおります。また、歴史的にどういった部分で私たちの社

会は成り立ってきたのだろうとか、そういったことでやっぱり各地で活動している団体も

おります。私もそういったものに２つ、３つと所属しておりまして、いろいろ活動してい

るのですけれども、浦幌町の教育に対して私もなかなか、私たちはこういうふうにやって

いるから、この部分についてどう協力してほしいというのを今まで言ってきませんでした。

私は、まさか今の現在の社会に差別があるなんて、やっぱりそう思っていないです。差別

はもう消えてしまっているだろうと思っている一人なのです。ところが、現に私はそうい

う目に遭ってみて、頭を殴られたような強い憤りというのですか、この社会に対してがっ

かりした感覚に襲われる。そういったことで、やっぱりつらい思いしているのです。何で

こんなことになるのか。私は、以前やっぱり教育長と同じような立場の人から、学校の場

に来て話ししてくれないだろうかということの申し出を受けたことがあります。私はその

とき、私がその部分について話すことにより、私の仲間が、ああ、あいつはアイヌか、仲

間の子どもたちが、何だ、あいつもアイヌの子どもかと言われることを私は恐れて、悪い

のだけれども、それはできませんと言ったのです。でも、こうやって自分がアイヌである

ということを発信して何年かたっておりますけれども、社会は一向に変わってくれないの

です。ですから、私はこのままではだめだなということで、強くその部分について私たち

自身が学校の場に出かけていって、やっぱり私たち自身が発信して子どもたちに強く言っ
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ていかなければだめだなという思いで今おります。私は、その部分について、もし協力で

きることがあればどんどん入っていきたいと思います。教育長も、もしわからないことが

あれば、私たちにもし聞いていただければ、私はできる限りのことで答えていきたいと思

っておりますけれども、無理なことがあるかもしれませんけれども、やはりこういった面

について何とか浦幌町の教育が民族教育、多民族教育というのですか、そういったものに

対する理解を子どもたちに伝えていただけるように協力していきたいと思っておりますの

で、ひとつよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 いろいろお考えをお伺いしました。 

 私たちは、公教育に携わっておりますので、学習指導要領の趣旨に従うということ、そ

れから北海道教育委員会、私たちの町で出している社会科副読本、加えて今振興機構が出

しております「アイヌ民俗：歴史と現代」、こうした貴重なものを活用しながら、正しい歴

史や文化を継続して指導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 言葉の問題、地名の問題、いろいろな問題で私たちはやっぱりいろいろ勉強

しているのですけれども、世界では日本の政策に対して繰り返し繰り返し勧告しているの

です。先住民教育についてどうなのだ。それどころか、もともとあった世界中の殖民地は

どんどん自分たちの歴史のある名前に変えていっているのです。私は、ちょっとくどいの

ですけれども、今のまんまの社会で日本がこのまんま将来とも移っていったら、今に世界

の中で殖民地であることを忘れてしまって、後発の人たちの名前、文化、それが当たり前

のようにその中で大きく手を振っている。それどころか、もともとその地域にあった文化

を否定するような社会がこのまんま続くようであれば、まさしくこれは殖民地、今世界の

中で北海道ぐらいですよ、そんな殖民地はと言われるような社会になってはいけないと思

って私は言っているのです。これは、アイヌが言っているのではないのです。日本の学者

が言っているのです。私は、歴史に対する教育、文化に対する教育、もっと大きな人権に

対する教育、私たちの民族の中にはやっぱり人権的に問題がある部分がたくさんあります。

そういった面を解決するように私たちも努力はしているのですけれども、肝心かなめの人

権について、多種多様な目でこの社会を見る子どもたちを育ててほしい。そういったこと

でもう一度教育長の考え、決心をお伺いいたします。よろしくお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 教育委員会の基本的な立場といいますか、考え方はこれまでも何回かお伝

えしたとおりでありますが、公教育に携わる、その教育行政を行っておりますので、学習

指導要領に基づいているということ、そして教科書、町が発行している副読本並びに十分

でないところをそうした貴重な補助教材を用いてアイヌの人たちの歴史や文化をしっかり
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子どもたちに指導していく、そういう考えに変わりはございません。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 予算書の93ページ、96ページにかかわります事務費、振興費に関係しますの

で、お伺いしますが、今浦幌の教育委員会ではＣＳ小中一貫教育ということで一生懸命進

められております。研修会も一生懸命やられたり、先生方の研修もいろんな交流がされて

いるというふうに聞いております。そういう中で、先ほど予算の中で説明もありました、

いろんな項目の振りかえもあるようでありますが、事務費としてＣＳ一貫教育に対する

25万円とか、あるいは振興費、学校経営に対する支援として、昨年度211万あったものが今

年度171万と。研修やいろんなことで繰り返したという説明はありましたけれども、お伺い

したいのはこういう新しい取り組みをすることによって、学校現場にもいろんな負担がか

かっているのではなかろうかというふうには思います。従来以外のことを今進めようとし

ているわけですから。そういう中で、浦幌の予算書ではわかりませんが、こういう一貫教

育を進める、そういう中では先生方の負担が多少なりともふえると思うのです。私はそう

思っています。そういう中で、例えば国なり道教委から教員の増員をされる措置があると

か、あるいは予算の特別な対応があるとか、そういうものは私たちが今この予算書を見る

範囲ではわからないのですが、その辺の対応についてどんなふうになっているのか聞きた

いと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ４月から小中一貫コミュニティスクールということで進めてまいります

けれども、ただいま杉江議員からおっしゃられました、まず教員の配置の関係ですけれど

も、これにつきましては文科省に対して昨年度から補助事業を導入しておりますけれども、

その中で事務費とか、いろんな面では３分の１の補助ということで対応しております。新

年度につきましても、コミュニティスクールの導入促進事業ということで２年連続で進め

てまいります。その中で、現時点で平成26年度につきましては１名の加配ということで、

コミュニティスクールに係る職員１名の割り当てをいただいています。ただ、平成27年度

も同様に今補助事業を進めてまいりますけれども、現時点では両方という形では教員の増

員ということで求めていますけれども、結果的にはまだ職員人事等は今後３月末に発表と

なるということで、それらも含めながら正式な形にはなると思いますけれども、現時点で

は何人とか、そういったことはお答えできませんけれども、進めるに当たっては職員の配

置ということで申請をしているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 状況についてはわかりましたが、現状27年はまだ決まっていないということ

のようですが、どう考えても私たちが外から見ている範囲では、やはり現状で進めるのは

非常に難しい、大変だと思って見ています。先ほど説明で要請している段階で詳しくは説
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明できないということでしたが、これは前年度１名ふやしていただいているという中では、

ふやしていただける可能性はあるのですよね。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 具体的なものが申し上げなくて申しわけございませんけれども、ただい

ま平成27年度の教職員人事ということで、町内５校全ての学校で教職員の異動に対しまし

て年前から面接等を行いながら、また教育長がそれぞれ面談をしたりとか、局とも交渉を

しているところでございます。その一例の中でこの補助事務に伴うそれぞれの学校の加配

についてもあわせて行っているものですから、具体的なものは申し上げられませんけれど

も、おおむね私たちが望んでいるような形で職員の配置があるものというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ７番、森議員。 

〇森議員 上浦幌中央小学校開校30周年記念ということで、今年の11月22日に30周年記念

事業を行う予定になっております。これにつきましては、上浦幌地区を挙げまして30周年

のお祝いをする予定になってございます。 

 それと、上浦幌中学校も昭和42年に上浦幌地区の中学校５校が統合になりまして、来年、

平成28年度で50周年を迎えることになってございます。２月にも50周年記念事業に向けた

協賛会が設立してございます。今後につきましても50周年に向けていろいろお願いがある

のかなというふうに思いますので、今後ともひとつよろしくお願い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。 

 教育長。 

〇久門教育長 中央小学校が開校30周年、そして次の年には上浦幌中学校が50周年という

輝かしい歴史と伝統を持っている学校、これは全て地域の皆さん方の絶大なるご支援の結

果、すばらしい学校経営が行われていると考えております。いずれの学校も30年、50年と

いうことで協賛会を立ち上げられて、順調にその組織化、さらに事業を進めておられると

いうふうにお聞きしております。私たちとしましても、これをお祝いするとともに、一定

の規定はございますけれども、可能な限りそれを支援していくということで、ともに祝い、

ともにその発展を願っていきたいと、教育委員会はそのように考えておりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 私も小中一貫ＣＳについてお尋ねしたいのですが、４月からＣＳも本格的に

始まるということで、地域のほうにはまだ周知が余りよくされていない中で始まるわけで

すが、今後の取り組みというか、スケジュール的なことを具体的に教えてほしいと思いま

す。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長補佐。 

〇鈴木教育次長補佐 ただいまの件につきまして説明させていただきます。 

 小中一貫コミュニティスクールにつきましては、平成24年度より調査研究を行っており

まして、27年４月１日、本格導入ということになります。先日、先月の教育委員会におき

まして設置の教育委員会の規則を制定し、今月の教育委員会におきまして４月１日の町内

５校学校運営協議会を設置するということの指定を行う予定でございます。それに伴いま

して、去年の２月におきましては文科省の出口企画官という方に来ていただいて講演会、

去年の12月におきましては町Ｐ連の研究大会におきまして東京都の三鷹市よりＣＳマイス

ターの四柳さんをお迎えしての講演会とパネルディスカッション、そして今年の１月末に

は地域の方々、ＰＴＡの方々、そして教職員の代表の方々の研修会も行っておりまして、

さまざま周知徹底を行っているところでございます。また、アシール・レーラといいまし

て、毎月広報に小中一貫コミュニティスクールの内容のお知らせをしているところでござ

います。今月末になりますが、町の広報紙４月号ですけれども、そこに小中一貫ＣＳのア

シール・レーラとともにパンフレット、４ページ物でございますが、全戸配布の折り込み

というふうに考えております。そのように周知徹底、また去年の11月以降につきましては、

各小中学校におきまして要望がございましたらこちらのほうから出向いて、ＰＴＡの方々

に参観日の全体懇談会の折に説明をさせていただいて、ご意見等を承っている状況でござ

います。そのように今４月１日の導入に向けて周知徹底を図っているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 今までの取り組みはわかりました。今後の取り組み、具体的なことがわかっ

ているのなら教えてください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長補佐。 

〇鈴木教育次長補佐 今学校運営協議会は学校単位に６名以内の方で人選をしていただく

ということで、今週校長会がございます。その折に４月の15日までに人選をしていただく

ということでお願いをする予定でおりまして、４月の教育委員会で正式に任命をさせてい

ただきます。そして、５月の、まだ予定ではございますが、12日ごろに第１回のそれぞれ

の浦幌学園、上浦幌学園のＣＳ委員会合同で開催をしていただきます。そのときに委嘱状

を配付させていただきまして、町の小中一貫ＣＳに対する方針等を述べさせていただいて、

それが１回目。その後、学園に分かれていただいて、それぞれの学園のＣＳ委員会を開い

ていただく予定でおりまして、会長、副会長を決めていただきます。想定しているのは、

年６回程度の学園のＣＳ委員会というふうに想定をしております。１回目、２回目以降に

つきましてはそれぞれの学園のＣＳ委員会で日程と内容等を決めていただくことになりま

すので、そのように進んでいくかと思います。 
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 以上です。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 ＣＳ委員会が年に６回ほど開かれていくということなのですが、その委員会

の中でいろんな意見とかがある中で、それをどのように学校と行事とか、何かそういう行

事が別にコミュニティスクールの中でいろんなイベントとかそういう、小中一貫もそうな

のですが、何かスケジュール的というか、小学校と中学校を一貫してやる中でそういう具

体的な取り組みはあるのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長補佐。 

〇鈴木教育次長補佐 浦幌学園は浦幌小中と厚内小学校、上浦幌学園は上浦幌中央小学校

と上浦幌中学校で構成をされるのですが、それぞれの学校の学校だよりというものがござ

います。そのＣＳの委員会の日程等につきましてはその学校だよりを通じて保護者の方々、

また各行政区にも回覧等をされますので、周知徹底が図られると思っております。また、

教育委員会でＣＳだよりというものも作成しておりまして、ホームページで見ることがで

きますので、そういう情報をこちらのほうで得まして、ＣＳだよりに記載し、ホームペー

ジで皆さんに見れるようにしてまいりたいというふうに考えております。また、会議での

内容、また決まった内容等も常に住民の方々に情報発信をするようにということで指導し

ておりますので、各学園のほうで学校だよりを通じて情報発信がされるというふうに考え

ております。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 わかりました。 

 そのほかに、例えば小学校と中学校の合同授業とか、具体的なそういうことは今の時点

では、行事ごとというか、小中一貫に関してわかっている範囲で何かあるのならお願いし

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長補佐。 

〇鈴木教育次長補佐 ジョイント授業とか乗り入れ授業のことを言われているのだと思い

ますが、正式には新年度につきましては今人事等がございまして、体制が４月に決まりま

す。その時点で各学園の各学校でそれぞれ日程等が正式に決まってまいるかと思いますの

で、今の時点でははっきりした日程はわかっておりません。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 わかりました。 

 もう一点、予算説明書の29ページの中学校の心の教室相談員についてお伺いしますが、

これはどういう活動をしている、中身についてお聞かせください。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 教育委員会総務係長。 

〇松田教育委員会総務係長 ただいまのご質問についてお答えいたします。 

 心の教室相談員につきましては、設置に関する教育委員会規定に基づきまして町内各中

学校の必要に応じて配置するものでございます。平成26年度につきましては、浦幌中学校

に１名配置しております。職務としましては、１点目に生徒の悩み相談、話し相手、２点

目に教職員への支援がありまして、浦幌中学校におきまして26年度は進路関係で相談に来

ていた生徒が数名いたとのことでしたが、心の悩みに関する相談はなかったとのことであ

ります。また、教職員への支援として週に２時間、数学の教科にて担任教諭の補助として

指導にかかわっていただいております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 わかりました。 

 もう一点、同じページの特別支援教育振興費の委員報酬なのですが、昨年の予算よりち

ょうど倍になっているのですが、これは中身が委員の数は同じなのですけれども、報酬が

倍になっているのですが、これはどういうことなのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 学校教育係長。 

〇菅野教育委員会学校教育係長 ただいまの関井議員からのご質問にお答えいたします。 

 ご質問のあったところは、教育支援委員会委員の報酬倍額のことだと思います。従来非

常勤特別職の委員報酬については、会長職にあるものが3,500円、それ以外の委員が3,000円

という単価で設定されておりましたが、27年度の予算編成方針におきまして、委員報酬は

３時間を超える会議については7,000円を設定しなさいということになりました。委員につ

いては6,000円ということで、我々が行っております教育支援委員会委員の会議は通常２時

間以上かかっております。ということから、３時間を超えた会議も想定されますので、町

の方針に従いまして委員報酬を通常の7,000円……会長の職は7,000円、委員の職について

は6,000円ということに設定いたしまして、人数については変わりませんが、報酬の単価が

単純に倍になった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５項１目社会教育総務費から６項３目給食セ

ンター管理費までの説明を求めます。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 一般会計予算書の104ページから105ページをごらん願います。あわせま

して予算説明資料の30ページから31ページをごらん願います。５項社会教育費、１目社会
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教育総務費、本年度予算額3,615万7,000円、この目につきましては社会教育、文化振興及

び文化財保護並びに関係団体への事業支援、そして職員人件費に要する経費でございます。

増額の主なものは、職員の人件費で945万5,000円の増額という内容でございます。１節報

酬については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 105ページから106ページをごらん願います。２目公民館運営費、本年度予算額2,893万

1,000円、この目につきましては町内４つの公民館の管理運営と施設維持に要する経費でご

ざいます。減額の主なものは、７節賃金で278万円の減、11節需用費のうち燃料費で26万

2,000円の減、印刷製本費は町民文芸誌「樹炎」は隔年で発行していますが、平成27年度は

発行年ではありませんので、86万4,000円の減、修繕料で125万円の減、これらを合わせて

237万6,000円の減、12節役務費は手数料で20万8,000円の減、13節委託料は保守業務委託料

で17万2,000円の減、18節備品購入費で14万7,000円の減額という内容でございます。１節

報酬、７節賃金、13節委託料については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 106ページから107ページをごらん願います。３目博物館費、本年度予算額167万5,000円、

この目につきましては博物館の企画展や資料収集及び保存などの管理運営に要する経費で

ございます。減額の主なものは、11節需用費のうち修繕料で30万円の減、13節委託料で11万

9,000円の減額という内容でございます。１節報酬については、説明資料に記載のとおりで

ございます。 

 ４目高齢者学級開設費、本年度予算額50万7,000円、この目につきましては高齢者を対象

として４つの公民館ごとに開設している４寿大学の運営費と寿大学生が一堂に会する４寿

大学交流会の事業に要する経費でございます。特に説明を加えることはございません。 

 ５目青少年教育費、本年度予算額395万円、この目につきましては子ども会活動奨励や少

年教育に要する経費でございます。増額の主なものは、19節負担金、補助及び交付金で岩

手県洋野町に小学５年生と６年生20人を派遣する少年道外交流事業活動奨励補助金13万

5,000円の増額という内容でございます。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金につい

ては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 108ページをごらん願います。６目家庭教育学級開設費、本年度予算額23万9,000円、こ

の目につきましては小中学校の校下に開設されている家庭教育学級の運営に要する経費で

ございます。特に説明を加えることはございません。 

 108ページから109ページをごらん願います。あわせまして、予算説明資料の31ページを

ごらん願います。７目図書館管理費、本年度予算額3,756万2,000円、この目につきまして

は図書館の管理運営及び教育文化センターの維持管理に要する経費でございます。減額の

主なものは、職員の人件費で147万4,000円の減、７節賃金で163万円の減、11節需用費のう

ち燃料費で26万1,000円の減、修繕料で65万8,000円の減、これらを合わせまして91万

9,000円の減額という内容でございます。１節報酬、13節委託料、14節使用料及び賃借料、

18節備品購入費については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 109ページから110ページをごらん願います。６項保健体育費、１目社会体育総務費、本



  - 21 -  

年度予算額858万9,000円、この目につきましては社会体育事業及び関係団体への事業支援

と職員人件費に要する経費でございます。１節報酬、19節負担金、補助及び交付金につい

ては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 110ページから111ページをごらん願います。２目社会体育施設費、本年度予算額7,678万

2,000円、この目につきましては町民球場、アイスアリーナ、町民スケートリンク及び学校

開放事業並びに指定管理者に管理を委託しているパークゴルフ場、総合スポーツセンター、

浦幌スイミングプール、健康公園に要する経費でございます。増額の主なものは、11節需

用費のうち光熱水費で53万4,000円の増、13節委託料は管理業務委託料で39万1,000円の増、

指定管理料で71万5,000円の増、これらを合わせて110万6,000円の増額という内容でござい

ます。減額の主なものは、７節賃金で26万4,000円の減、11節需用費のうち消耗品費で27万

2,000円の減、燃料費で101万6,000円の減、これらを合わせて128万8,000円の減額という内

容でございます。11節需用費、13節委託料、18節備品購入費については、説明資料に記載

のとおりでございます。 

 111ページから113ページをごらん願います。３目給食センター管理費、本年度予算額

8,346万6,000円、この目につきましては学校給食センターの管理運営及び施設維持に要す

る経費でございます。増額の主なものは、11節需用費のうち消耗品費で12万5,000円の増、

光熱水費で31万3,000円の増、これらを合わせて43万8,000円の増、12節役務費は手数料で

検便検査、食材定期点検及び放射能検査につきまして、13節委託料から組みかえによりま

して39万4,000円の増、18節備品購入費は給食配送車の購入など723万1,000円の増額という

内容でございます。減額の主なものは、７節賃金で平成26年度末で定年退職する調理員２

人分の退職手当相当賃金など1,050万2,000円の減、11節需用費のうち燃料費で44万円の減、

修繕料で53万8,000円の減、賄い材料費で38万円の減、これらを合わせまして140万8,000円

の減、13節委託料は検便検査など、12節役務費へ組みかえによりまして39万4,000円の減額

という内容でございます。１節報酬、13節委託料、18節備品購入費については、説明資料

に記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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。 

 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 説明資料の30ページ、あるいはまた31ページにわたるかと思いますけれども、

共通した内容になろうかと思いますので、お聞きをいたします。 

 博物館費、それと図書館の管理費、これはほぼ同じような内容でお伺いしたいと思いま

すけれども、博物館においても図書館においても大変貴重なものがたくさんございます。

しかしながら、貴重ではあるけれども、物がたくさんあるために置き切れないといいます

か、そういったものもたくさんあると思いますが、これについてどうされているのか伺っ

ておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えします。 

 まず、博物館につきましては、常設展示で１階の博物館に展示しておりますものと、ほ

かに収蔵庫のほうに保管しているものがございます。これは、町民の方々からいろんなご

家庭で使われたものなどでも古いものとか、歴史的な貴重な価値があるものということで

収蔵庫に保管しているもの、またそのほかに町内の施設の中で収蔵し切れないような大き

なものとか、そういったものを収蔵しているところでございます。また、図書館につきま

しても、これまで町民の方々から寄贈いただいた本とか、それから古くなった書籍につき

ましても同じような図書館の中の閉架書庫のほうに保管しているという状況になっており

ます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 今博物館等々においても大事なものはある。そういった中では、展示できな

いものについては収蔵庫に納められている内容でございまして、私も何度か見させていた

だいたこともありますけれども、収蔵庫……場所はあれですけれども、ほかにもまだ置い

てあるところにすると、持ってきていただいたとしたら大変大事なものであろうけれども、

年数がたつと飾り切れないものも当然出てくると思いますけれども、そういった点で処分

等も考えなければならない時期にも来ているものもあろうかと思います。しかしながら、

貴重なものとすれば、先ほど同僚議員からの話もありましたように、歴史とか文化とか、

そういったものを考えるときに、もう一つ何か完全に保管のできるような場所といいます

か、建物といいますか、そういったものを今後において、場所も含めてそういう考え方が

あるのかどうなのか伺っておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 それぞれ収蔵庫に保存しているもの、これはずっと中に置いているわけではなくて、定

期的に企画展を催しながら、例えば農機具とか、それから浦幌町の昔の生活を振り返ると

か、そういったときに使っているものもございますし、そのほかに五月人形とか、それか

らおひなさんとか、いろんなものを使っているところもございます。ただ、やはり量が量

なものですから、全て定期的にとか展示とかできないものについては、二瓶議員のおっし

ゃるとおり、あるところでございます。ただ、保存状況につきましても、やはり年数がた

っておりますので、なかなか同じ状態で現状を維持するというのは非常に難しいところは

ございますけれども、現時点ではそういったものを集約した形で一括した中で例えばまと

める場所とか施設とか、そういったものがあれば一番いいのでしょうけれども、具体的に

はそういったまとめる場所とか建物はまだ選定できていないというか、まとまっていない

というのが現状でございます。 
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 以上でございます。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 今詳しく説明をしていただいたのは、当然町長もお耳に入っていると思いま

すけれども、行政としてこういった大事なものを保存するために、空き家住宅等々で大変

いろいろ悩ませている部分もあるのでしょうけれども、何かを活用して、そういったもの

を一つにまとめれるような、行政として町長に伺いたいのですが、急にとは言いませんけ

れども、そういったものを今後において歴史、文化も含めて大切なものがあるとすれば、

そちらのほうに一括して保存できるような考えというのをあるかどうか伺って終わりたい

と思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 貴重な町の財産である、そういうものについての保管ということであります。

現在のところ、収容については足りないということは認識しておりませんけれども、将来

についてというお聞きであります。骨格予算でありますから、これについて私から答弁す

るということがいかがなものかというふうに思いますけれども、いずれにしましてももし

そういう事態になれば、やはり貴重な財産をどのようにして保管して、また保存していく

ということについては考えなくてはいけない分が出てくるのかなというふうに思います。

いずれにしても、管理をしながら、町の財産でありますから、町の財産としての維持、そ

して保管、そういうものを考えていく必要は当然あるのかなというふうに考えています。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 昨年我が町も、ただいま話したように洋野町との姉妹盟約を結びました。今

年開町116年ということで、115年の中にふさわしいそういった岩手県洋野町との姉妹盟約

を結んだわけでございますけれども、そういう中で今回107ページの関係で青少年の教育費

の19節負担金、補助及び交付金で少年道外交流事業活動の奨励補助金という中でうたって

ございます。こういう関係で、当然氷見市との対応をしていた中から今現在そういう姉妹

盟約を結んだ町と縁久しくこれから教育の問題でも広く培っていく状況になろうかと思い

ます。 

 そういう中で、私も一昨年とその前の年と２年間自費で実は洋野町を訪ねてまいってお

ります。一昨年のときにたまたま久門教育長とパークゴルフの関係でコースを一緒に回っ

たことがございます。その際に、本当に目を疑うというか、子どもたち４人で回っている

中で、低学年から中学年といいますか、小学生ですから、２、３年生から５年生ぐらいの

子ども４人で先に回ってございました。その中で上級の子どもが、低学年の子どもがたま

たま前に出たときに、しっかりだめですよと、打つまで絶対だめだよという、そういうし

ぐさが見えたことについて、２年前でございますけれども、本当に目を疑ったといいます

か、こんな子どもにパークの教育がしっかり受け継がれているのだなということを私自身

も、あるいは教育長もそういう形を目にして、はっと気づいたという中身がございました。 
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 そんなことで、先ほどの説明の中では４、５年生の大体20人の方が今回派遣されるとい

うのは洋野町のほうへ行かれると思いますけれども、いろいろなすばらしい子どもたちの

いる洋野町でございますので、そういうところから多くの影響を受けてくる状況になろう

と思います。そういう中で、どのような交流を目的に行かれるか、その辺よろしければお

聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長補佐。 

〇高橋教育次長補佐 ただいまの髙橋議員のご質問にお答えさせていただきたいと思いま

す。 

 本年度職員が２名にて洋野町にお邪魔をさせていただきました。あわせてパークゴルフ

場、おおのキャンパスも見学をさせていただいて、非常にすばらしい施設だなというふう

に痛感してまいりました。もちろん今おっしゃられたように、そこで小学生がパークゴル

フを通じて生涯スポーツ、健康増進に努められているというようなご意見もいただきまし

て、思っておりますが、来年度詳細につきましてはこれから洋野町さんと詰めてまいりた

いなというふうに思っておりますが、できましたら小学生の交流も含めていきたいという

ふうにも考えております。 

 その中で、洋野町での施設を有効活用させていただきながらさまざまな体験をしたいと

いうふうに事業を考えております。その一つにおおのキャンパス、こちらの施設も今、日

程の中には考えていきたいなというふうに思っておりますので、そういった施設を使わせ

ていただく、また地元の方々と交流をさせていただく。中にはそういった体験も、また経

験もさまざまな形でできるかなというふうに思っておりますので、すばらしいものをぜひ

学んでいきたいなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 説明の中でパークゴルフ場の関係についても東北随一といいますか、浦幌町

もすばらしいパークゴルフ場持ってございますけれども、それ以上のといいますか、コー

ス的にも多いコースを持ってございます洋野町でございます。そういう中で、子どもたち

との交流、今言われるようにこれからはじっくり、すばらしい面を学んでくるという形も

ぜひ必要かと思います。今話したようにおおのキャンパスですね、すばらしい施設もござ

いますので、そういったものも見ながら体で感じてくるような、そんな交流で洋野町の子

どもたちとのいい意味でのこれからのヒューマンネットワーク、人間対人間ですね、そう

いうつき合いのほうまで発展していけるような、そんなすばらしい交流ができれば、これ

以上のことはないと思うわけでございます。そんな意味で、先ほど言いました氷見市との

長いつき合いもございましたけれども、今お話をいただきましたほかに、教育長の考えと

してこれから、教育長みずから何回か行っておられますけれども、そういう中で現地へ行

き、子どもたちのどういう形をもって結びつけていこうかと。それから、向こうから学ぶ、
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あるいは浦幌の子どもたちのすばらしさも教えていくという、そういった交流になれば、

すごく意味のある交流になると思うのですけれども、その辺教育長からも一言お願いした

いと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 一昨年、議員さん方と一緒に行かせていただいて、私も向こうの小学生が

パークゴルフを一生懸命やっているという姿を見まして、本当に驚くべき光景であったか

なと思っております。そういったことを、今回洋野町と交流ができますので、そういうす

ばらしい面を、人的な交流の中にぜひ含めていけたらいいなと。先方があってのことです

が、これから進めてまいりますけれども、パークゴルフもひとつ大きなつながり、交流の

輪になっていくのかなと思っております。これまで19年間、氷見市との交流がございまし

たが、いろいろ変遷がございまして、最終的にはなかなか交流というところまではいき得

ない部分もありましたが、新年度からはお互いにそういう姉妹提携をしておりますので、

人的な交流ができるということで、出会いの旅、触れ合いの旅、学び合いの旅と、人を通

した交流を通して子どもたちの健全育成を図っていきたい。同時に、両方の町にとっても

有効なきずなが築かれていくことを願っておりまして、一生懸命この事業を成功させるた

めに努めてまいりたいと考えております。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 説明資料の30ページ、公民館運営費の中の委託料、階段昇降機のことでお伺

いしたいと思います。これの実績について、26年度あったかどうかお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長補佐。 

〇高橋教育次長補佐 ただいまの福原議員のご質問にお答えさせていただきます。 

 実績につきましては、データでとっているわけではございませんが、実際にイベント、

特に文化祭、敬老の日、そういったイベントで何回か使ったと。我々職員も実際には付き

添って一緒に昇降のお手伝いをさせていただいたというような経過がございます。データ

については、申しわけございませんが、ありませんけれども、以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 私も夜によく使わせていただいているのですが、仲間が階段上るのに、つえ

をつきながらやっと１段ずつ上る方もいます。それで、夜に階段昇降機が使えないという

ことは非常に不便なのです。これを何とか夜間も使えるような方法があるかないかお伺い

しておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長補佐。 

〇高橋教育次長補佐 ただいまのご質問でございます。 

 自動昇降機につきましては椅子を倒すだけで、常にバッテリーを接続されておりますの
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で、常に使えるようにはなっておりますが、ご質問ありましたように使用方法については

皆様方に周知をされていないかなというふうに思います。夜についてもバッテリーで使え

るようにはなっておりますので、以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 それでは、使用方法を張り紙でもして、危険のない使用の方法はこうですと

いうようなことを壁にでも昇降機のそばに張っておいていただきたいということをお願い

しておきます。 

 それと、もう一点というか、ほかにトイレを含めて50年以上たった公民館です。使いづ

らいと言ったら申しわけないのですが、はっきり言って古い建物ですので、お客さんが見

えてもなかなかご案内するのもちょっとはばかれるかなと思うのです。それで、大改修を

トイレでしていただけるかどうか。その辺、今修繕料のところ見たら幾らも予算的に措置

されておりません。いつも思っているのですが、たくさんの人が集まったときにも大変な、

２階と１階でトイレも行列をつくるような状態にもなっております。それで、もし公民館

の新しい建物ができないのであれば、もう大改修をしていただくしかないかなというふう

に思っているのですが、その点についていかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 まず、さきのご質問のありました昇降機につきましては、現在のところそういった使用

方法とか、きちんとした形で壁に表示するような形をとっておりませんので、このことに

つきましては早急に対応してまいりたいというふうに思います。 

 それから、２点目のトイレの関係ですけれども、以前にもこの関係につきましては福原

議員からご質問をいただいておりまして、現状でいきますと議員がおっしゃるとおり、建

物全体が古い建物ですから、和式から洋式にした部分についてもドアの開閉とかスペース

的なもの、それから数的なものを含めまして大勢の方々がお集まりになった場合には大変

ご不便をおかけしているというのはおっしゃるとおりでございます。この関係につきまし

ては、全体的なまず多目的トイレの改修とかも含めながら、今年度の予算の中から検討は

しているところなのですけれども、いかんせんやはり古い建物、全体的なスペースとか、

そういったものを考えますと、なかなか思うような改修ができないというか、難しい状況

にございます。ただ、私たちも多目的トイレを改修したいなと、設置したいなという部分

と、既存のトイレにつきましても何とか使いやすい形で改修できないものかということで、

今、後期のまちづくり計画を進める中でも、まだ具体的になっていませんけれども、資料

の収集とかを行っているところなものですから、今の時点ではきちんとしたお答えはでき

ませんけれども、そういったことも含めながら調査研究のお時間をいただきたいというふ

うに思います。 

 以上でございます。 



  - 27 -  

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 少年団の実態について少しお話をさせていただきながら、今後のことを考え

ていただきたいなと思うのですが、小学生はスポーツ少年団、それから中学校も関連しま

すが、中学生になれば部活ということになります。既にご承知だと思いますが、非常に子

どもが少なくて、団体競技がもう存続できない状況を見ております。聞いております。実

際にこれから中学校の野球も本当に単独でやれるのかどうか、そういうお話も聞いていま

すし、私の知る範囲ではホッケーなんかもＣ級と言っていますけれども、幼児、まだ学校

へ上がっていない子どもが今スケート履いてリンクに立って、この14日、15日も試合やっ

ている状況です。これは、どこのチームも人口減少で変わらないと思うのですが、ただ帯

広周辺以外の地域にすれば、特に浦幌も人口減少大きいですし、子どもたちの数がどんど

ん減っています。そういう中で、団体競技が非常に大変な状況。それから、学校はみんな

ほとんど統合していますから、隣近所とすぐ一緒に少年団やるというわけにない状況にあ

ります。そういう状況は既にご承知だと思いますが、今後やはり中学校の部活、少年団含

めて、よその町村に合同でチームつくる、既に中学生のホッケーなんかはもうよその町村

に通っている人がおられるようですし、そういう合同のチームをつくるとか、そういう対

応になったときに、やっぱり町としてもある程度の支援をしていかないと、せっかく子ど

もたちが小学校は６年間ありますから、野球でも３年生入れてようやく９人だという状況

でやってきていたようです。そういう状況が中学校へ行くと３学年ですから、当然人が少

なくなってきている。そういう状況を支援する体制を今後、そういう状況を調査しながら

対応していただくような検討をどうなのかなというふうに思っています。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 杉江議員がおっしゃられるとおり、児童生徒数の減少に伴いまして少年団の数も減って

おりますし、また現在いる少年団の中でも人数が減少しているというところでございます。

野球少年団、サッカー少年団、それからアイスホッケー少年団、それからスケート少年団

等もございますけれども、それぞれ入る子どもが少ないということで維持していくのが難

しい、それからチームをつくるのが難しいという状況もございます。また、中学校に行き

ますと、これも今現在それぞれ学年で１クラスずつしかございませんので、部活の団体ス

ポーツをやるというのはかなり難しくなってきているのが現状でございます。今年度浦幌

中学校では教職員数の減少もあるのですけれども、これまでの部活を見直そうということ

で保護者の方にもご説明させていただいて、存続できるものと、それからこういった募集

が難しいもののめり張りをつけさせていただいて、学校のほうから説明をさせていただい

ております。その中でも、ただ団体スポーツではなく、バドミントンとか個人競技の部分

につきましては、小学校から継続の部分もございますので、これにつきましては今小学校

と中学校一緒に集めた中で少年団という扱いで、それから外部指導者も交えながら浦幌中
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学校で夏場は練習して、冬期間は浦幌小学校の会場を使ったりとかという現状でございま

す。また、ほかの部活動につきましても人数が減っているということで、今回野球の新人

戦につきましては幕別町とか池田町とか、ほかの町村との連合チーム、それからアイスホ

ッケーも現在１名しかおりませんでしたので、こちらも帯広のほうのチームと一緒にやっ

たりとか。そういった中でいきますと、杉江議員からおっしゃられるとおり、練習のとき

から、例えば交通手段の支援とか、それから大会に当たっても全道大会に出場するときの

経費の関係とか、いろんな形で新たな問題が発生しております。アイスホッケー少年団の

関係の全道大会でいきますと、ほかの町村とも連絡をとりながら、今あります部活動の奨

励補助金を使いながらそういった支援も行っておりますけれども、今後につきましてもや

はりそういったものを拡大していくようなことが必要かと思いますので、今言った大会に

出場する関係、それから日々の練習の関係でもどういった形があるのかというのを近隣町

村ともやはり情報交換しながら、お互いのものをすり合わせしながら検討するお時間をい

ただきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 ただいま現状についても詳しく説明をいただきましたが、私たちもほぼその

ような状況把握はしています。ご承知のように、小学生の学級によっては20人しかいない

学級が何クラスか出る。そういう学年が中学校へ行けば当然もう団体競技などという話で

はない。先ほどちょっとお話ありましたけれども、個人競技という面ではバドミントンと

か、上浦幌は剣道とか一生懸命やっておられますけれども、そういう本当に一生懸命指導

者おられれば、浦幌中学校も陸上で非常にいい成績をおさめて、これはやっぱり指導者の

力は大きいと思うのです。ですから、先ほど報告あったように、子どもが少ないから教員

減る、指導者も減る。ですから、中学校の部活でも民間の人に応援してもらっている、そ

ういう体制はとってきているのだと思うのですが、できるだけそういう体制をとる。それ

から、財政的な支援もこれから考えていってもらうということでないと、子どもが少年団

やらないで、部活やらないで高校へ行く。本当にそういう中で進学や何かの選択をしなけ

ればならなくなるような状況があると思うのです。ですから、今言う少子化で子育て支援

という言葉がよく使われますけれども、地元で子どもを育てる考え方をきっちり支援策を

持ってやらないと、どんどん人も減っていくというふうに私は思っています。ぜひ、でき

ることなら早くそういう対応をしっかりやっていただきたいと思っています。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 先ほど現状を申し上げさせていただきましたけれども、昨年度からそう

いった部分的な対応をしておりますけれども、上浦幌も、それから浦幌中学校につきまし

ても、いずれにしても同じような状況でございますので、両校ともそれぞれの子どもたち

がしっかりとした環境の中で部活や体育活動を行えるような形に努めてまいりたいと思い



  - 29 -  

ますので、調査研究のお時間をいただきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 公民館運営費についてお聞きしたいと思います。 

 賃金が278万減ということですが、説明書の30ページの賃金の欄、去年から見ると中央公

民館の館長の名前が入っていないということです。中央公民館の館長、今後どうしていく

のか、その辺ちょっとお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 これまた公民館長につきましては、上浦幌公民館と、それから中央公民

館につきましては臨時職員による館長ということで、それぞれ１名ずつ配置しております。

新年度につきましては、上浦幌公民館は引き続き臨時職員という対応の中の館長を置く予

定でございますけれども、中央公民館につきましてはこれまで３年間やってきた職員もお

りますけれども、今年度いっぱいをもちまして退職ということになりますので、今後につ

きましてはそういった臨時職員の身分での館長というのは配置しないという予定でござい

ます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時４６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。 

 これより歳入の審議を行います。 

 初めに、昨日説明を受けた第３表、地方債までで質疑を許します。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１款町税から12款使用料及び手数料までの説

明を求めます。 

 町民課長。 
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〇泉町民課長 予算書12ページをお開き願います。あわせまして説明資料は２ページから

３ページをごらん願います。２、歳入、１款町税、１項町民税、１目個人、本年度予算額

１億8,488万5,000円、現年課税分は平成25年度収入に基づく平成26年度課税標準額の確定

額をもとに積算をしてございます。 

 ２目法人、本年度予算額2,531万7,000円、現年課税分は147法人に係るものでございます。 

 ２項１目固定資産税、本年度予算額２億5,771万8,000円、現年課税分は土地、家屋の減、

償却資産の増を見込んでございます。 

 ２目国有資産等所在市町村交付金、本年度予算額96万3,000円、国等が所有する固定資産

の貸付資産に対する固定資産税相当額分として市町村に交付されるものでございます。 

 ３項１目軽自動車税、本年度予算額1,262万8,000円、原付自転車を初め４種類3,100台に

係るもので、現年課税分では税率改正による増を見込んでございます。 

 ４項１目町たばこ税、本年度予算額4,160万円、現年課税分は紙たばこ780万本、旧３級

品紙巻きたばこ70万本分を見込んでございます。 

 ５項１目入湯税、１節現年課税分、本年度予算額177万8,000円、中学生以上の日帰り温

泉入浴客２万5,400人分を見込んで計上をさせていただいております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 総務課長。 

〇鈴木総務課長 続きまして、予算書同じく13ページ、説明資料は３ページからご説明申

し上げます。２款地方譲与税、１項１目地方揮発油譲与税、本年度予算額2,800万円、昨年

度と同額でございます。 

 ２項１目自動車重量譲与税、本年度予算額6,200万円、前年度比500万円の減でございま

す。 

 ３款１項１目利子割交付金、本年度予算額120万円、前年度比10万円の減。 

 ４款１項１目配当割交付金、本年度予算額40万円、昨年度と同額の内容であります。 

 なお、地方揮発油譲与税から配当割交付金までにつきましては、説明資料３ページに記

載の内容となってございます。 

 次に、14ページをおめくりいただきたいと思います。５款１項１目株式等譲渡所得割交

付金、本年度予算額10万円、昨年度と同額の内容であります。 

 ６款１項１目地方消費税交付金、本年度予算額7,000万円、昨年度と同額でございます。 

 ７款１項１目自動車取得税交付金、本年度予算額1,100万円、前年度比600万円の減でご

ざいます。 

 ８款１項１目地方特例交付金、本年度予算額50万円、５万円の増の内容となってござい

ます。 

 なお、株式等譲渡所得割交付金から地方特例交付金までにつきましては、説明資料４ペ

ージに記載の内容となっているものでございます。 

 ９款１項１目地方交付税、本年度予算額32億5,500万円、前年度比１億2,000万円の減で
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ございます。普通交付税におきましては30億と、昨年度比１億5,500万円の減、率にして

4.9％の減、特別交付税につきましては２億5,500万円で昨年度比3,500万円の増で15.9％の

増となっているものでございます。 

 次に、15ページに移りまして、10款１項１目交通安全対策特別交付金、本年度予算額80万

円、前年度比20万円の減でございます。 

 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、本年度予算額3,100万

3,000円、前年度比1,886万3,000円の増につきましては、農業費分担金におきまして浦幌地

区担い手育成型畑総整備事業受益者分担金が昨年度比360万円の増、浦幌地区農業基盤整備

促進事業受益者分担金が同じく昨年度比440万円の増、合流地区担い手育成型畑総整備事業

受益者分担金におきましても昨年度比1,082万3,000円の増となるものでございます。なお、

交通安全対策特別交付金及び農業費分担金につきましては、説明資料４ページに記載のと

おりの内容となってございます。 

 ２項負担金、１目民生費負担金、本年度予算額１億1,885万4,000円、前年度比253万

5,000円の増となるものであります。減の内容につきましては、主な内容といたしましては

１節社会福祉費負担金において重度心身障害者医療費負担金が300万円で昨年度比100万円

の減、２節児童福祉費負担金におきまして認可保育所保育料が710万円で昨年度比40万円の

減、学童保育所保育料190万円で昨年度比20万円の減、へき地保育所保育料が160万円で昨

年度比30万円の減の内容であります。増の内容といたしましては、４節老人福祉施設費負

担金におきましては老人福祉施設入所者費用徴収金において1,641万3,000円で昨年度比

448万5,000円の増となるものであります。１節から５節までにおきましては、それぞれ説

明資料４ページに記載の内容となっているものでございます。 

 ２目衛生費負担金、本年度予算額50万円、昨年度と同額の内容であります。なお、内容

につきましては説明資料５ページに記載の内容となってございます。 

 次に、16ページをお開き願います。３目農林水産業費負担金、本年度予算額912万7,000円、

前年度比1,478万円の減でございます。主な内容につきましては、１節農業費負担金におき

まして昨年度比1,532万1,000円の減となっておりますが、この内容につきましては稲穂地

区国営農地開発事業受益者負担金が本年度につきましては1,556万8,000円がゼロ円となる

ものの内容であります。また、２節におきましても農業費負担金滞納繰越分、このことに

つきましては稲穂地区国営農地開発事業受益者負担金の滞納繰り越し分がなるものであり

ます。農業者負担金につきましては、説明資料５ページに記載の内容となってございます。 

 ４目教育費負担金、本年度予算額2,114万5,000円、前年度比73万3,000円の減でございま

す。この内容につきましては、１節教育費負担金におきまして学校給食負担金においては

1,904万5,000円で前年度比98万4,000円の減、幼稚園給食負担金においては204万9,000円で

前年度比30万1,000円の増となるものでございます。なお、内容につきましては説明資料５

ページに記載のとおりとなってございます。 

 12款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料、本年度予算額119万円、前年度比
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6,000円の増でございます。１節町有バス使用料から３節地域会館使用料までにつきまして

は、説明資料５ページに記載のとおりとなってございます。 

 ２目民生使用料、本年度予算額3,069万5,000円、前年度比124万7,000円の増となるもの

でございます。主な増の内容につきましては、２節児童福祉使用料におきます子ども発達

支援センター使用料384万でございますけれども、前年度比108万円の増となるものでござ

います。なお、１節から３節までにつきましては、それぞれ説明資料５ページに記載の内

容となってございます。 

 17ページに移りまして、３目衛生使用料、本年度予算額50万4,000円で、前年度と同額の

内容であります。内容につきましては、説明資料５ページに記載のとおりとなってござい

ます。 

 ４目農林水産業使用料、本年度予算額８万円、前年度比１万円の減でございます。農業

団地センター使用にかかわります内容で、説明資料５ページに記載のとおりでございます。 

 ５目土木使用料、本年度8,414万1,000円、前年度比530万9,000円の減でございます。減

の主な内容といたしましては、１節公営住宅使用料におきまして4,640万円で前年度比64万

円の減、２節改良住宅使用料2,110万円で前年度比450万円の減が主な内容でございます。

なお、１節公営住宅使用料から６節道路河川使用料までにつきましては説明資料６ページ

に記載のとおりとなってございます。 

 ６目教育使用料、本年度予算額392万7,000円、前年度比30万2,000円の増となるものでご

ざいます。この増減の内容につきましては、１節幼稚園保育使用料におきまして260万円と

なり、前年度比52万円の増でございます。また、３節社会教育使用料におきましては吉野

公民館使用料において５万4,000円となり、18万6,000円の減となるものでございます。ま

た、18ページに移りまして、４節保育体育使用料につきましては６ページに記載の内容と

なっているものでございます。 

 ２項手数料、１目総務手数料、本年度予算額271万4,000円、前年度比14万2,000円の減で

ございます。総務手数料におきましては、説明資料６ページに記載の内容となってござい

ます。 

 ２目衛生手数料、本年度予算額870万6,000円、23万6,000円の前年度比増でございます。

主な増の内容につきましては、２節清掃手数料におきましてごみ処理手数料が847万円で前

年度比24万円の増となっております。なお、１節衛生手数料及び２節清掃手数料につきま

しては、説明資料６ページから７ページに記載のとおりとなってございます。 

 ３目農林水産業手数料、本年度予算額１万5,000円、前年度比3,000円の増、この内容に

つきましては農地台帳記録事項等証明手数料が新たに内容を設けるもので、3,000円の内容

でございます。内容につきましては、説明資料７ページに記載のとおりとなっております。 

 ４目教育手数料、本年度予算額1,000円、前年度と同額の内容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。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、ここで説明員が退席しますので、暫時休憩いたし

ます。 

 

午後 １時１２分  休憩 

午後 １時１３分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 次に、13款国庫支出金から20款町債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19ページ、あわせまして説明資料は７ページからとな

りますので、ごらんおきをいただきたいと思います。13款国庫支出金、１項国庫負担金、

１目民生費国庫負担金、本年度予算額１億3,533万3,000円は、前年度比88万4,000円の減で

ございます。主な増減内容につきましては、１節障害者福祉費国庫負担金におきます障害

介護給付費国庫負担金が7,840万1,000円で、前年度比182万2,000円の減でございます。３

節児童福祉費国庫負担金におきましては4,777万6,000円で、前年度比82万5,000円の増とな

るもので、１節から３節まで児童福祉費国庫負担金までにつきましては説明資料７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、本年度予算額36万4,000円、前年度比４万3,000円の減でござい

ます。１節保健事業国庫負担金におきましては、説明資料７ページに記載のとおりとなっ

てございます。 

 ２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金1,262万3,000円で、新たに目を設けるもので前

年度比1,262万3,000円の増となるものでございます。この内容につきましては、新たに社

会保障・税番号制度システム整備費補助金1,078万1,000円、通知カード・個人番号カード

関連事務費補助金184万2,000円の合計で1,262万3,000円となるもので、説明資料７ページ

に記載のとおりとなってございます。 

 ２目民生費国庫補助金、本年度予算額79万3,000円、前年度比26万9,000円の減でござい

ます。この減の内容につきましては、１節障害者福祉費補助金におきます地域生活支援事

業補助金については79万3,000円で、前年度比17万9,000円で、また障害支援区分認定等事

業費補助金が昨年度にございましたけれども、今年度ゼロ円となり９万円の減となるもの

でございます。なお、内容につきましては説明資料７ページに記載のとおりとなってござ

います。 

 次、20ページをおめくりいただきたいと思います。あわせて説明資料は８ページをお開

き願います。３目土木費国庫補助金、本年度予算額３億1,957万1,000円、前年度比5,660万

1,000円の増となるものであります。この増の内容につきましては、社会資本整備総合交付

金、地域活力基盤創造交付金２億6,495万円でありますけれども、前年度比１億1,305万円
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の増、同じく社会資本整備交付金、地域住宅交付金5,453万5,000円となっておりますが、

前年度比2,574万9,000円の減でございます。また、平成26年度におきまして、同じく社会

資本整備総合交付金、除雪機械事業補助金にかかわりまして3,070万円を計上してございま

したが、本年度ゼロ円となり、3,070万円が減の内容でございます。この内容につきまして

は、説明資料８ページに記載のとおりとなってございます。 

 ４目教育費国庫補助金、本年度予算額９万4,000円、前年度比1,000円の減でございます。

１節小中学校費補助金につきましては、説明資料８ページに記載となってございます。な

お、平成26年度におきましては２節として幼稚園費補助金、幼稚園就園奨励補助金1,000円

を計上してございましたが、本年度ゼロとなり、1,000円の減でございます。 

 ３項委託金、１目総務費委託金、本年度予算額15万7,000円、前年度比2,000円の増。 

 ２目民生費委託金、本年度予算額165万5,000円、前年度比２万3,000円の増となるもので

あります。なお、増の内容につきましては、１節社会福祉費委託金におきまして基礎年金

等事務費交付金が154万1,000円で、前年度比８万円の減、また新たに委託費として設けて

おります人権啓発活動地方委託費10万円を計上してございます。この内容につきましては

８ページに記載となり、前年度比10万円の増でございます。 

 ３目土木費委託金、本年度予算額530万円、前年度と同額の内容であります。 

 続きまして、14款道支出金、１項道負担金、１目総務費道負担金、本年度予算額3,419万

7,000円、前年度比345万3,000円の増となるものでございます。この内容につきましては、

地籍調査事業道負担金が3,419万7,000円で、前年度比345万3,000円の増となるもので、説

明資料８ページに記載のとおりとなってございます。 

 続きまして、21ページに移らせていただきます。２目民生費道負担金、本年度予算額

9,347万5,000円、前年度比104万5,000円の減でございます。この主な増減内容につきまし

ては、２節障害者福祉費道負担金におきます障害介護給付費道負担金3,920万円は前年度比

91万1,000円の減でございます。また、３節国民健康保険事業保険基盤安定道負担金におき

ましても1,972万3,000円となり、前年度比106万5,000円の増となるものであります。４節

後期高齢者医療保険基盤安定拠出金においても1,936万7,000円で、前年度比108万4,000円

の減となっているものであります。なお、１節社会福祉費道負担金から５節児童福祉費道

負担金までにつきましては、説明資料８ページに記載の内容となってございます。 

 ３目衛生費道負担金、本年度予算額18万2,000円、前年度比１万7,000円の減でございま

す。 

 ２項道補助金、１目総務費道補助金、本年度予算額153万3,000円、前年度比72万8,000円

の減でございます。この主な減の内容につきましては、１節総務費補助金におきます北海

道消費者行政活性化事業補助金42万9,000円で前年度比37万1,000円の減、地域づくり総合

交付金として防災備蓄整備事業100万円で前年度比35万7,000円の減が主な内容となってご

ざいます。なお、内容につきましては説明資料９ページに記載のとおりとなってございま

す。 
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 次に、22ページをお開き願います。２目民生費道補助金、本年度予算額872万1,000円、

前年度比で304万9,000円の減でございます。増減の内容につきましては、１節社会福祉費

補助金におきます重度心身障害者医療費助成事業補助金450万円に対しましては、前年度比

100万円の減でございます。また、２節児童福祉費補助金における内容につきまして、前年

度比199万9,000円の減でございますけれども、このことにつきましては平成29年度におい

て計上しておりました子育て支援対策事業補助金が200万円につきまして、本年度ゼロとな

り、200万円の減となるものでございます。なお、１節社会福祉費補助金から３節老人福祉

費補助金までにつきましては、説明資料９ページに記載の内容となってございます。 

 ３目衛生費道補助金、本年度予算額380万7,000円、前年度と同額の内容であります。記

載内容につきましては、説明資料９ページのとおりとなってございます。 

 ４目農林水産業費道補助金、本年度予算額8,585万8,000円、前年度比4,300万8,000円の

増となってございます。この内容につきましては、１節農業費補助金におきまして4,292万

1,000円の増となっているもので、主なものといたしましては環境保全型農業直接支援対策

事業補助金（直接支払交付金事業）におきます600万円で、前年度比440万円の増となって

おります。また、食料供給基盤強化特別対策事業補助金、浦幌地区でありますけれども、

1,171万円で前年度比690万円の増となってございます。次のページに移りまして、北海道

国有農地等管理処分事業管理事務交付金１万8,000円、機構集積協力金交付事業補助金

629万9,000円、多面的機能支払事業補助金919万2,000円、いずれも新たに計上している内

容でございまして、前年度比よりそれぞれ増となっているものでございます。食料供給基

盤強化特別対策事業補助金（合流地区）につきましては、1,942万円で前年度比1,549万円

の増となっているものでございます。また、減額の内容の中では、平成26年度において計

上しておりました事業交付金についてゼロ円となっているもので、農業経営基盤強化措置

事務取扱交付金９万6,000円がゼロとなり９万6,000円の減、農地集積協力金交付事業補助

金690万円がゼロとなり、690万円の減となっているものでございます。なお、農業費補助

金につきましては、説明資料９ページから10ページにかけて記載の内容となっております。 

２節林業費補助金につきましても、説明資料10ページに記載のとおりとなってございます。 

 移りまして、目の中で労働費道補助金、本年度予算額ゼロ、昨年度1,110万4,000円にお

きます、その額が減となっており、廃目整理となっております。内容につきましては、緊

急雇用創出推進事業補助金につきまして、本年度ゼロということでの内容となっておりま

す。 

 ３項委託金、１目総務費委託金、本年度予算額1,706万3,000円、前年度比827万1,000円

の増となっております。この主な増減内容につきましては、３節統計調査費委託金におき

まして農林業センサス調査委託金５万6,000円を計上してございますが、前年度比63万

8,000円の減、また新たに委託金の計上してございます国勢調査委託金421万8,000円が新た

に増となるものでございます。これらにかかわります内容につきましては、説明資料10ペ

ージに記載のとおりとなってございます。４節選挙費委託金554万5,000円につきましては、
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知事道議選挙費委託金で新たに委託金として計上しているものでございます。説明資料

10ページに記載をしてございます。 

 ２目衛生費委託金、本年度予算額１万5,000円、前年度と同額の内容であります。 

 説明資料24ページをお開き願います。３目農林水産業費委託金、本年度予算額1,541万

4,000円、前年度比13万7,000円の増となっているものであります。この主な増の内容につ

きましては、１節農業費委託金におきます中山間地域等直接支払交付金1,331万8,000円で、

20万7,000円の増となっているものの内容であります。このことにつきましては、説明資料

10ページに記載のとおりでございます。 

 ４目商工費委託金、本年度予算額1,000円、前年度比164万1,000円の減でございますが、

この内容につきましては昨年度計上してございました２節として観光費委託金、内容につ

きましては道道本別浦幌線美園駐車場清掃業務委託金164万1,000円を計上してございまし

たが、このことにつきましては本年、これを減じてゼロ円となっているものでございます。 

 ５目土木費委託金、本年度予算額286万6,000円、前年度比11万7,000円の増につきまして

は、２節河川費委託金におきまして河川樋門管理業務委託金における費用279万円に対しま

して、前年度比11万7,000円の増が内容であります。このことにつきましては、説明資料10ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ６目教育費委託金、本年度予算額75万円で、新たに目を設けるもので75万円の増でござ

います。このことにつきましては、直別共栄線総合交付金事業支障物件移設補償委託金と

して新たに計上するもので75万円の増となっているものでございます。 

 次に、25ページに移りまして、15款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、

本年度予算額4,455万7,000円、前年度比192万2,000円の増となっているものでございます。

この増の主な内容につきましては、１節土地建物貸付収入におきまして1,615万5,000円で

48万3,000円の増、２節教員住宅貸付収入におきましては504万8,000円で前年度比39万

4,000円の増、５節情報通信基盤設備貸付収入におきます光伝送路貸付収入においては

1,741万8,000円で126万4,000円の増となるもので、それぞれが主な増の内容となっており

ます。なお、１節土地建物貸付収入から５節情報通信基盤設備貸付収入までにおきまして

は、説明資料11ページに記載のとおりとなってございます。 

 ２目利子及び配当金、本年度予算額351万6,000円、前年度比144万4,000円の増につきま

しては、勤労者生活資金貸付金預託金利子が1,000円となり前年度比1,000円の増、基金の

利子につきましては350万円の内容で前年度比144万4,000円の増という内容となっている

ものでございます。 

 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入、本年度予算額1,000円、前年度と同額でござい

ます。 

 ２目物品売払収入、本年度予算額162万3,000円、前年度比４万5,000円の減でございます。

この内容につきましては、説明資料11ページに記載のとおりとなっているものでございま

す。 
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 16款１項寄附金、１目一般寄附金、本年度予算額1,000円、前年度と同額でございます。 

 ２目指定寄附金、本年度予算額１億2,000万1,000円、前年度比9,900万円の増でございま

す。この内容につきましては、次の26ページをおめくりいただきます。増の内容につきま

しては、２節ふるさとづくり寄附金におきます１億2,000万円でございますけれども、前年

度比9,900万円の増の内容となっているもので、説明資料11ページに記載のとおりでござい

ます。 

 17款繰入金、１項他会計繰入金、１目後期高齢者医療特別会計繰入金、本年度予算額

1,000円、２目介護保険特別会計繰入金、本年度予算額1,000円、いずれの目も前年度と同

額の内容でございます。 

 ２項１目基金繰入金、本年度予算額6,058万6,000円、前年度比1,546万5,000円の増につ

きましては、地域振興基金繰入金2,025万円で前年度比600万円の減、自動車更新基金繰入

金541万7,000円で前年度比541万7,000円の増、ふるさとづくり基金繰入金3,311万9,000円

で前年度比1,604万8,000円が主な増減内容となってございます。なお、自動車更新基金、

ふるさとづくり基金の繰入金にかかわります内容につきましては、説明資料11ページに記

載のとおりでございます。 

 27ページに移りまして、18款１項１目繰越金、本年度予算額100万円で前年度と同額の内

容であります。 

 19款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、本年度予算額20万円、２目加算

金、本年度予算額1,000円、３目過料、本年度予算額1,000円、いずれの目も前年度と同額

の内容でございます。 

 ２項１目町預金利子、本年度予算額10万円、前年度と同額でございます。 

 ３項貸付金元利収入、１目中小企業融資貸付金元金収入、本年度予算額9,000万円、前年

度と同額で、内容につきましては説明資料11ページに記載のとおりでございます。 

 ２目ウタリ住宅改良資金貸付金元利収入、本年度予算額35万2,000円、前年度比11万

1,000円は、ウタリ住宅改良資金貸付金元利収入滞納繰越分の内容であります。 

 ３目介護経営貸付金元金収入、本年度予算額200万円で前年度と同額の内容で、説明資料

11ページに記載のとおりとなってございます。 

 ４目株式会社ユーエム貸付金元金収入、本年度予算額65万円で前年度と同額で、説明資

料11ページに記載の内容となってございます。 

 28ページをおめくりいただきたいと思います。説明資料につきましては12ページをお開

き願います。５目医療技術者等養成修学資金貸付金元金収入、本年度予算額78万円で前年

度と同額で、内容につきましては説明資料12ページに記載をしてございます。 

 ４項受託事業収入、１目総務費受託事業収入、本年度予算額371万円で前年度比2,000円

の減、このことにつきましては説明資料12ページに記載のとおりでございます。 

 ２目民生費受託事業収入、本年度予算額35万5,000円で前年度比5,000円の増となり、説

明資料12ページに記載をしてございます。 
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 ３目農業費受託事業収入につきましては、新たに目を設けるもので、本年度予算額10万

円で前年度比10万円の増となっております。このことにつきましては、農地中間管理事業

受託事務事業収入を新たに設けるもので、10万円の増となっているものでございます。 

 ５項１目雑入、本年度予算額669万1,000円、前年度比13万2,000円の減でございますけれ

ども、２節雑入におきましては12ページに記載の内容となってございます。29ページにご

ざいます雑入の説明におきます長寿健康増進事業補助金12万円となってございますが、新

たな補助金でございまして、12万円の前年度比増となっているものでございます。また、

釧路産炭地域観光物産振興支援事業補助金につきましては、昨年度50万円を計上してござ

いましたが、本年度ゼロとなり、50万円の更正減となっているものであります。３節医療

費等交付金につきましては、新たに北海道後期高齢者医療広域連合健やか推進事業補助金

として計上してございまして、前年度比40万円の増で説明資料12ページに記載のとおりと

なってございます。 

 ２目過年度収入、本年度予算額１万円、前年度比同額でございます。 

 20款１項町債、１目総務債、本年度予算額１億8,410万円、前年度比2,610万円の減でご

ざいますけれども、この減の主な内容につきましては、臨時財政対策債１億8,000万円は前

年度比1,000万円の減、また昨年度計上してございました移住・交流・若者の定住促進対策

事業債750万円につきましては本年度ゼロという中で750万円の減、同じく建築物解体事業

債として870万円を昨年度計上しておりましたが、今年度ゼロという中で870万円の減とな

っております。 

 ２目民生債、本年度予算額1,640万円、前年度比750万円の減でございますが、この減の

内容につきましては１節老人福祉債におきます介護事業運営補助事業債においては

1,640万円で前年度比220万円の減と、また昨年度２節として児童福祉債の中で保育施設環

境改善事業債530万円を計上しておりましたが、本年度ゼロという中で530万円の更正減が

減額の内容となってございます。 

 ３目衛生債、本年度予算額1,070万円、前年度比980万円の減でございます。減額の内容

につきましては、１節保健衛生債におきましては昨年度計上してございました乳幼児等医

療費助成事業債におきまして1,370万円が本年度ゼロの内容で1,370万円の減、また患者輸

送業務委託事業債におきましては本年度予算額1,000万円に対しまして、昨年度比は320万

円の増額の内容となっているものでございます。２節清掃債におきましては、新たに汚水

処理施設整備共同事業債として70万円を計上しているもので70万円の増となっている内容

でございます。 

 次に、30ページをお開き願います。４目農林水産業債、本年度予算額460万円、前年度比

6,500万円の減でございます。この主な減額の内容につきましては、昨年度計上してござい

ました模範牧場施設整備事業債5,400万円、浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備事業債

680万円、いずれも今年度計上してございませんので、それぞれの額が更正減となっている

ものでございます。また、林業におきましても２節林業債として昨年度計上しておりまし
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た観光施設環境改善事業債850万円が更正減となっているものでございます。 

 ５目土木債、本年度予算額２億1,580万円、前年度比5,510万円の減、この増減内容につ

きましては１節道路橋梁債におきまして橋梁長寿命化修繕事業債1,890万円に対しまして

は、前年度比510万円の減、また除雪機械購入に係ります購入事業債、昨年度2,040万円を

計上してございましたが、本年度につきましてはゼロとなり、2,040万円の減という内容で

ございます。また、３節におきましても公営住宅建設事業債においては6,440万円の計上し

てございますが、前年度比3,130万円の更正減となっているものでございます。 

 ６目消防債、本年度予算額680万円、前年度比3,630万円の減でございますが、消防車両

購入事業債においては680万円で、前年度比3,590万円の減となっているものでございます。 

 ７目教育債、本年度予算額4,410万円、前年度比3,650万円の増でございますが、このこ

とにつきましては新たにスクールバス運転業務委託事業債4,410万円を計上し、前年度比

4,410万円の増となるもので、昨年度と比較した中では幼稚園施設環境整備改善事業債とし

て760万円を計上してございましたが、これをゼロ円としておりますので、760万円の減と

なるもので、増減の内容となっているものでございます。 

 なお、29ページに戻りまして、１目総務債から30ページの６目消防債におきましては、

説明資料12ページに記載のとおりとなってございますので、ごらんおきいただきたいと思

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 以上で歳入の審議を終了いたします。 

 ここで議案第28号 平成27年度浦幌町一般会計予算全体を通じての質疑を受けたいと思

います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。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28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） 
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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３９分  休憩 

午後 １時５９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ます。 

 

    ◎日程第２ 議案第２９号 

〇田村議長 日程第２、議案第29号 平成27年度浦幌町町有林野特別会計予算を議題とい

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 浦幌町町有林野特別会計の予算書１ページをごらん願います。あわせま

して予算説明資料34ページから36ページをごらん願います。議案第29号 平成27年度浦幌

町町有林野特別会計予算。 

 平成27年度浦幌町の町有林野特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,939万3,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成27年３月９日提出、浦幌町長。 

 この町有林野特別会計は、制限林を含めまして町有林3,875ヘクタールの管理、造成を行

う特別会計でございます。 

 ２ページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算につきましては説明を省略させてい

ただきます。 

 ４ページをごらん願います。歳入歳出予算事項別明細書、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。 

 ６ページをごらん願います。２、歳入、１款道支出金、１項道補助金、１目造林補助、

本年度予算額4,345万3,000円、この目につきましては町有林の施業に係る植栽、下草刈り、

除伐、間伐、準備地ごしらえ、野そ駆除に対します道の補助金でございます。１節造林補

助につきましては、植栽及び間伐事業量の6.91ヘクタールの増、植栽用原材料費増額によ

りまして202万3,000円の増額の内容でございます。１節造林補助、２節野そ駆除補助につ

きましては、説明資料35ページをご参照願います。 

 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、本年度予算額41万1,000円、この
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目につきましては北海道電力に対します町有林の土地貸付料でございます。 

 ２目利子及び配当金、本年度予算額２万円、この目につきましては町有林野事業基金に

かかわる利子でございます。 

 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入、本年度予算額2,313万3,000円、この目につき

ましては相川ほか２団地の町有林40.4ヘクタールの皆伐による売り払い代金でございま

す。１節立木売払収入については、説明資料35ページをご参照願います。 

 ２目素材売払収入、本年度予算額1,023万3,000円、この目につきましては町有林118.24ヘ

クタールの皆伐に係る間伐材売り払い代金でございます。１節間伐材売払収入は、材積

387立方メートルの増に伴いまして240万円の増額の内容でございます。１節間伐材売払収

入につきましては、説明資料35ページをご参照願います。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額370万円、この目に

つきましては職員人件費等の一部にかかわります一般会計からの繰入金でございます。 

 ２項１目基金繰入金、本年度予算額1,729万3,000円、この目につきましては町有林野事

業基金からの繰入金でございます。 

 ４款１項１目繰越金、本年度予算額１万円、この目につきましては前年度からの繰越金

でございます。 

 ５款諸収入、１項１目雑入、本年度予算額114万円、この目につきましては雑入として植

栽に係るニトリ北海道応援基金助成金114万円の内容でございます。１節雑入につきまして

は、説明資料35ページをご参照願います。 

 ８ページをごらん願います。３、歳出、１款１項１目財産管理費、本年度予算額1,722万

2,000円、この目につきましては町有林の維持管理に係る人件費及び事務等に要する経費で

ございます。増額の主なものは、12節役務費で新植栽分面積の増に伴います森林共済保険

料15万円の増、13節委託料で労務単価及び資材代の増によります用地境界杭埋設委託料

11万8,000円の増、14節使用料及び賃借料で管理道路等維持用機械借り上げ料40万6,000円

の増額の内容でございます。減額の主なものは、13節委託料で調査面積の減によります町

有林管理委託料55万円の減額の内容でございます。12節役務費、13節委託料、14節使用料

及び賃借料につきましては、説明資料36ページをご参照願います。 

 ９ページをごらん願います。２款１項財産造成費、１目造林費、本年度予算額7,445万

4,000円、この目につきましては町有林の管理、造成に要する経費でございます。増額の主

なものは、15節工事請負費で植栽及び間伐工事の施工面積の増により75万2,000円の増、

16節原材料費でカラマツ苗木の不足によりトドマツ苗木の購入に伴います植栽用苗木の単

価の増及びクリーンラーチ、ニトリザクラの苗木を購入することにより194万3,000円の増

額の内容でございます。13節委託料、15節工事請負費、16節原材料費につきましては、説

明資料36ページをご参照願います。 

 ３款１項公債費、１目元金、本年度予算額588万7,000円、この目につきましては公有林

整備事業債に係る償還元金でございます。 
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 ２目利子、本年度予算額178万円、この目につきましては公有林整備事業債に係る償還利

子でございます。 

 ４款１項１目予備費、本年度予算額５万円、この目につきましては予備の支出に備える

科目でございます。 

 10ページをごらん願います。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当

該年度末における現在高見込みに関する調書、区分、公有林整備事業債、前々年度末現在

高7,409万1,000円、前年度末現在高見込み額6,835万3,000円、当該年度中増減見込み、当

該年度中元金償還見込み額588万7,000円、当該年度末現在高見込み額6,246万6,000円とな

ります。計の欄につきましては同額でございますので、説明を省略させていただきます。 

 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。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 町有林野の会計におきましては、ご承知のようにここ３年ぐらい非常に売却

益が出ているという状況で、苦しい管理運営をしてきた中では大変いい傾向だと思ってい

ます。それで、26年度の皆伐予定が34ヘクタールで新植が27ヘクタールぐらい。それから、

新年度も40ヘクタールぐらい皆伐しますけれども、32ヘクタールの新植ということで、一

時苗木が足りないということで植えれなかった部分が次の年にずってきて植えているの

か。まだ26年度ですから、その実績は植え終わってどうなのかということありますけれど

も、そういう関係で満度に皆伐面積植えれないのか。ほかの事情があって植えれないでい

るのか。今裸山の問題が民有林でもなっていますけれども、町有林がどういう関係で皆伐

面積を満度に新植できていないのか、その辺について伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 今のご質問に対して説明させていただきます。 

 今26年度と27年度の比較ということでお話がありまして、面積の開きがあるという中で

満度に植えられていないのでないか。それの一つとしては、ここ最近の苗木の不足を含め

てということでご質問がありましたけれども、皆伐した後、次の年１年間は準備地ごしら

えとかありますので、前の年にすぐ植栽をするのでなく１年間あくということで、基本的

には今年26年皆伐したものは28年に植栽するということになってございますので、大体計

画どおり植栽はされてございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 先ほどもちょっと触れましたけれども、苗木が足りなくて満度に植えれない

という事情は森林組合なんかからも伺っていますが、町有林に関してはその辺はないので

すか。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 産業課長。 

〇大山産業課長 26年度については、カラマツについて問題なく植えさせてもらっており

ますが、27年度については苗木が不足しているということで、先ほども申しましたけれど

も、カラマツのほかにトドマツ等の苗木を植栽していきたいというふうに考えてございま

す。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 話題になっておりますスーパーＦ１ですか、それらについてはまだ民間に出

回るほどの量がないということは聞いておりますが、町有林でそういうものは対応しない

で、民間優先とか、そういうことは何かあるのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 大変申しわけありません。先ほど説明が足りなかったかと思うのですけ

れども、27年度におきましては、まず32.4ヘクタールほど植栽をする予定でございます。

そのうちカラマツが20.41ヘクタール、トドマツが10.67ヘクタール、カラマツ苗で全部用

意をできないということでトドマツを植栽していくと。それとあわせまして、去年につい

ては試験を含めましてスーパーＦ１を１ヘクタールほど植栽してございます。今年度につ

いても1.3ヘクタールほどクリーンラーチ、また違う品種なのですが、成長率がいいという

ことで、スーパーＦ１と同等の証明がされているものを浦幌町においても比較をしてみよ

うということで、試験してみようということで1.37ヘクタールほど植栽する予定でござい

ます。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 浦幌の町有林については、十勝管内でも本当に優秀な町有林と把握している

わけでございますけれども、その中で今現在ある道の駅の横でたまたま浦幌木炭という炭

を焼いているところがございます。私も何回かそういうところに行って見ているわけでご

ざいますけれども、浦幌の一つの観光地にも属するような、身近に国道縁で炭を焼いてい

るところを見て非常に感動する方々もいるということで、私もちょいちょい行った中で炭

を焼いている佐藤さんという方と懇談をするわけでございますけれども、そんな中で浦幌

町の町有林の指名業者はたしか木下林業さん、エムケイさん、それと山川林業さん、この

３社でしょうか。まず、それからひとつお聞きしたいのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 指名願が出ているのは４社でございます。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 地元の業者さん、いろいろそういった林業関係で潤った中でそれぞれの皆さ

んが対決してくれるのは一番いいと思います。それで、私の言いたいのは、先ほど言った

浦幌木炭の関係、社長とちょっとお話をしたら、木が入ってくる対応が本当にないのだと。
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何とか地元の方から分けてもらいたいのだけれども、そういう中でかなり値段がほかから

買い入れる中で高いと。地元には本当に町有林もたくさんあるのですけれども、そういう

中でぜひ品物のいい炭を焼きたい。そういう中で、常々そういう話をお聞きする中身で何

とか、直接ダイレクトに浦幌木炭に炭の焼くまきをそうするわけにはいきませんけれども、

何とかそういう地元の業者さんから購入できるようなシステムづくりといいますか、その

辺を何とか口添えをいただければ、なお一層地元の浦幌木炭として炭を焼いている、今現

在３つの窯ですか、焼いているのは。そういう中で、ひとしく浦幌の観光にもつながって

いくし、浦幌木炭という名前にふさわしい、そういったものも十勝あるいは道内にもそう

いう流通の面でも乗せていける状況になるかなと思って常々私も考えている状況にもござ

いますけれども、そんな面ではいかがなものでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長 

〇大山産業課長 木炭につきましては、材について町から直接というのはなかなか難しい

のかなというふうに思っています。ただ、町から当然売り払いした、毎年40ヘクタールな

り……35から40ヘクタールを目標にして毎年皆伐を行っていますが、その中で今現在皆伐

した業者の方から購入していると。林地残材ということで、製材になるものではなくて、

あくまで林地残材ということで一部取引があるというふうには聞いてございます。ただ、

やっぱり価格の問題等もございますので、浦幌町で売ったものを何ぼであとそちらに引き

渡してくださいとかはなかなか言えないもので、ただ林地残材として処分にお困りになっ

ている部分もございますから、その分についてはそういうところと取引をしているという

ふうに聞いてございますし、ただ全体的に言いますと天然林が減少しているというのも価

格を高騰させている一つの原因ではないかなというふうに思っております。町のほうから、

ただ有効利用という部分ではお願いはできるかもしれませんけれども、どうしても当然経

済が絡む問題でございますので、こうしなさいとかというのはなかなか言いづらい部分は

あるということでご理解願いたいと思います。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 今担当課の課長から説明いただきました。 

 確かにそこに介在するのは難しいと思います。しかしながら、今言うような第１次産業

から物をつくっていく２次、３次産業につながっていくような、そういったもののアドバ

イスはできる限りして、スムーズに対応していくことは、それは可能かと思います。そう

いうアドバイスという形の中で、常にまた現地を訪れながら……といいますのも彼は初め

借りていたはずですよね。でも、自分で買い取って今は対応しているという、そういう姿

勢を見る限り、何とか地元の木を焼いた木炭を浦幌からそれぞれ道内179市町村ある北海道

内にもそういうものを広めていこうという気持ちを持っているのも事実でございます。そ

んな意味で、担当課として安くやりなさい云々ということは言えないけれども、いい意味

でのそういう対応できるアドバイザーとして対応していただければ、それぞれまたこれか
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ら炭を焼いていく意欲も湧くのでないかなと思いますので、そんな手助けをできるのであ

れば、ぜひそういう形を対応していければ、なおさらうまくスムーズに炭を焼くのと、プ

ラス営業のほうもできていくのでないかなと思いますので、その辺のいい意味でのアドバ

イザーとしての対応をお願いしたいと思います。もし何か一言そういうことであればいた

だきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 今言われましたように、林地残材ということで後処理の部分で有効活用

というのは今後必要なことだというふうに考えてございます。一つの例とすれば、林業関

係の青年部がそういうものを活用した中で何かをやっていこうとか、いろいろありますの

で、林地残材の有効活用というのは今後とも、やっぱりどうしても捨てるなり処分するも

のですから、ただそれも今どちらかというとそういうものも含めて引き合いがあるのも確

かでございますので、価格的なものも含めていろいろあろうかと思いますけれども、ただ

そういうものの有効活用については、今後いろいろなところで意見交換をしていきたいと

いうふうに思っておりますので。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第29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。 

 ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時１９分  休憩 

午後 ２時２０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 

    ◎日程第３ 議案第３０号 

〇田村議長 日程第３、議案第30号 平成27年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算を
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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 議案第30号 平成27年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算。 

 平成27年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９億5,021万2,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成27年３月９日提出、浦幌町長。 

 この会計は、加入世帯数985世帯、被保険者数1,932人に係る国民健康保険事業の運営及

び医療費の収支を処理する特別会計です。主な内容につきましては、予算説明資料37ペー

ジから40ページに掲載をしてございます。 

 次の２ページから５ページ、第１表、歳入歳出予算並びに６ページ、７ページの歳入歳

出予算事項別明細書、総括につきましては省略をさせていただきます。 

 ８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、本年度予算額２億480万円、２目退職被保険者等国民健康保険税、本年度予

算額350万3,000円、いずれも一般被保険者及び退職被保険者等に係る医療給付費、後期高

齢者支援分、介護納付金分の現年課税分及び滞納繰越分の保険税でございます。 

 ９ページをごらん願います。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、本年度予算額１億5,606万1,000円、一般被保険者に要する医療費に対し保険給付費と

して国から32％が交付されるものでございます。 

 ２目高額医療費共同事業負担金、本年度予算額568万円、高額医療共同事業拠出金に対し

国から４分の１が交付されるものとなっております。 

 ３目特定健康診査等負担金、本年度予算額86万7,000円、浦幌町が実施する特定健康診査

等に要する経費に対し国から３分の１が交付されることとなっております。 

 ２項国庫補助金、１目財政調整交付金、本年度予算額2,000万円、市町村間における財政

力の不均衡を調整するために国から交付されるものとなってございます。 

 ３款１項１目療養給付費等交付金、本年度予算額2,650万1,000円、退職被保険者に要す

る療養給付費、療養費高額療養費等から退職被保険者分の国民健康保険税を除いた額が社

会保険診療報酬支払基金から交付されるものでございます。 

 10ページをお開き願います。４款１項１目前期高齢者交付金、本年度予算額１億3,642万

7,000円、65歳から75歳未満の加入者の割合に対し保険者間の医療費の負担の不均衡を調整

するために社会保険診療報酬支払基金から交付されるものです。 

 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、本年度予算額568万円、

共同事業拠出金の４分の１が道から交付されることとなってございます。 
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 ２目特定健康診査等負担金、本年度予算額86万7,000円、国庫負担と同様に特定健康診査

等事業に要する経費に対し道から３分の１が交付されるものです。 

 ２項道補助金、１目財政調整交付金、本年度予算額6,679万9,000円、市町村間における

財政力の不均衡を調整するために道が交付するものでございます。 

 ６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額１万7,000円、基

金利子でございます。 

 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、本年度予算額1,333万

4,000円、保険者の急激な負担増加を抑制するために一定以上の高額医療費が生じた場合に

財政運営の不安定を緩和するために保険者からの拠出金を財源として交付されるものでご

ざいます。 

 11ページをごらん願います。２目保険財政共同安定化事業交付金、本年度予算額１億

8,546万円、市町村国保間の保険料、保険税の平準化を図り、財政の安定化を図るため市町

村国保から拠出されております財源をもとに都道府県単位で費用負担を調整した中で交付

されるものです。 

 ８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額１億383万4,000円、

一般会計からの繰入金で保険税の減額分の補填、出産育児一時金、その他職員の人件費等

に係るものでございます。１節の保険基盤安定軽減分繰入金は、道が４分の３、町が４分

の１を負担します。２節保険基盤安定支援分繰入金は、国が２分の１、道が４分の１、町

が４分の１を負担する内容となってございます。３節その他一般会計繰入金は、その他繰

入金でございます。 

 ２項１目基金繰入金、本年度予算額1,500万円、国民健康保険事業運営に伴う基金繰入金

です。 

 ９款１項１目繰越金、本年度予算額500万円、前年度繰越金でございます。 

 10款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目一般被保険者延滞金、本年度予算額20万

円、保険税の延滞金でございます。 

 12ページをごらん願います。２目退職被保険者等延滞金、３目一般被保険者加算金、４

目退職被保険者等加算金、５目過料、いずれも本年度予算額1,000円でございます。保険税

に係る延滞金、返還金に対する加算金、過料を科した場合の科目という内容でございます。 

 ２項受託事業収入、１目特定健康診査等受託料、本年度予算額1,000円、社会保険等の被

保険者分の特定健康指導等を本町の保健センター等に委託された場合の受託料でございま

す。 

 ３項雑入、１目一般被保険者第３者納付金、本年度予算額10万円、２目退職被保険者等

第３者納付金、本年度予算額５万円、いずれも交通事故等に係る第三者行為の納付金でご

ざいます。 

 ３目一般被保険者返納金及び４目退職被保険者等返納金は、いずれも本年度予算額

1,000円でございます。被保険者の資格喪失等の理由による返納金の内容でございます。 
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 ５目雑入、本年度予算額２万5,000円、健康実態評価検査自己負担金という内容になって

ございます。 

 以上で歳入の説明を終わらせていただきます。 

 続いて、歳出について説明をいたします。14ページをごらん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、本年度予算額2,844万3,000円、こ

の会計に係る職員の人件費及び義務的経費を計上してございます。13節委託料は、システ

ム保守共同電算事務処理、レセプト点検等に係る経費、25節積立金は基金積立金の内容で

ございます。 

 15ページをごらん願います。２目連合会負担金、本年度予算額48万5,000円、北海道国保

連合会への負担金。 

 ２項徴税費、１目賦課徴収費、本年度予算額200万1,000円、国民健康保険税の賦課徴収

に係る義務的経費となってございます。12節役務費の手数料は、コンビニ、クレジット収

納の手数料、19節負担金、補助及び交付金は十勝市町村滞納整理機構への分担金となって

ございます。 

 ３項１目運営協議会費、本年度予算額14万1,000円、国民健康保険運営協議会委員９名に

係る報酬及び費用弁償でございます。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、本年度予算額４億3,800万

円。 

 16ページをごらん願います。２目退職被保険者等療養給付費、本年度予算額2,400万円、

いずれも北海道国保連合会へ支払う医療費のうち保険者として浦幌町が負担する経費とな

ってございます。 

 ３目一般被保険者療養費、本年度予算額300万円、４目退職被保険者等療養費、本年度予

算額12万円、いずれも整骨院、はり、きゅうの治療及び保険証を持たずに診療機関にて治

療され、10割を被保険者が負担した場合に保険者負担分を被保険者に戻す経費となってご

ざいます。 

 ５目審査支払手数料、本年度予算額147万5,000円、北海道国保連合会へ支払う手数料で

ございます。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、本年度予算額6,000万円、２目退職被保

険者等高額療養費、本年度予算額480万円、いずれも被保険者が１カ月の間に医療費の限度

額を超えて支払った場合に、その超えた額を保険者である浦幌町が負担する経費となって

ございます。 

 ３目一般被保険者高額介護合算療養費、本年度予算額10万円。17ページをごらん願いま

す。４目退職被保険者等高額介護合算療養費、本年度予算額５万円、いずれも被保険者が

１年の間に療養費と介護費合算が限度額を超えて支払った場合に、その超えた額を保険者

である浦幌町が負担する経費となってございます。 

 ３項移送費、１目一般被保険者移送費、本年度予算額５万円、２目退職被保険者等移送
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費、本年度予算額３万円、いずれも被保険者の移送に係る経費でございます。 

 ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金、本年度予算額630万円、国民健康保険の被保険

者が出産した場合に支給する出産育児一時金の経費でございます。 

 ５項葬祭諸費、１目葬祭給付費、本年度予算額15万円、国民健康保険の被保険者が亡く

なられた場合に１万円を給付する葬斎給付費です。 

 18ページをごらん願います。３款１項１目後期高齢者支援金、本年度予算額9,567万

3,000円、後期高齢者医療制度に対する支援で社会保険診療報酬支払基金が算定した額を同

支払基金に支払い、同支払基金から後期高齢広域連合に支払う経費でございます。 

 ２目後期高齢者関係事務費拠出金、本年度予算額8,000円、社会保険診療報酬支払基金へ

の事務費拠出金でございます。 

 ４款１項１目前期高齢者納付金、本年度予算額３万6,000円、65歳から67歳までに係る社

会保険診療報酬支払基金が交付する前期高齢者納付金に係る負担金として納付する経費で

ございます。 

 ２目前期高齢者関係事務費拠出金、本年度予算額8,000円、社会保険診療報酬支払基金へ

の事務費拠出金となってございます。 

 ５款１項老人保健拠出金、１目老人保健事務費拠出金、本年度予算額１万円、事務費拠

出金の内容です。 

 19ページをごらん願います。６款１項１目介護納付金、本年度予算額4,262万6,000円、

介護保険事業の費用のうち30％について、医療保険各法の保険者が40歳以上65歳未満の第

２号被保険者加入者分について負担しているものでございまして、本町の国民健康保険負

担分の介護納付金として支払う経費となってございます。 

 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、本年度予算額2,272万

4,000円、過去３年間の高額医療費の推移を見て全道対比で拠出する経費となってございま

す。 

 ２目退職者医療事務費拠出金、本年度予算額1,000円、事務費拠出金の内容でございます。 

 ３目保険財政共同安定化事業拠出金、本年度予算額２億1,107万1,000円、市町村国保保

険者の保険料の平準化と保険財政の安定化を図るための国保連合会に保険者として拠出す

る経費となってございます。 

 ８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費、本年度予算額522万8,000円、特定健

康診査、特定保健指導により糖尿病、高血圧、高脂血症等の予防を図ることを目的に行う

事業に要する経費を計上してございます。20ページをごらん願います。13節委託料は、500人

分を見込んだ健診委託料、18節備品購入費はシステムソフト購入の内容となってございま

す。 

 ２項保健事業費、１目保健衛生普及費、本年度予算額181万2,000円、被保険者の健康保

持のために行う各種事業に要する経費となってございます。13節委託料は、総合健診業務

100人分を見込んだ人間ドックの委託料でございます。 
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 ９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税還付金、本年度予

算額82万円、２目退職被保険者等保険税還付金、本年度予算額５万円、いずれも過年度に

さかのぼって資格を喪失した場合に過納となった保険税を還付する経費でございます。 

 ３目償還金、本年度予算額50万円、過年度分の療養給付費等負担金、特定健康診査等負

担金、出産育児補助金等の精算に要する経費でございます。 

 10款１項１目予備費、本年度予算額50万円、予備の支出に備えた経費を設けてございま

す。 

 以上で提出議案の説明を終わらせていただきます。 

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30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４ 議案第３１号 

〇田村議長 日程第４、議案第31号 平成27年度浦幌町後期高齢者医療特別会計予算を議

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 議案第31号 平成27年度浦幌町後期高齢者医療特別会計予算。 

 平成27年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,964万円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成27年３月９日提出、浦幌町長。 

 この会計は、後期高齢者医療広域連合に対する収支を処理する特別会計でございます。

主な内容につきましては、予算説明資料41、42ページに掲載をしてございます。 

 次の２ページ、３ページの第１表、歳入歳出予算並びに４ページ、５ページの歳入歳出

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 -  

 ６ページをごらん願いたいと思います。２、歳入、１款１項１目後期高齢者医療保険料、

本年度予算額4,481万4,000円、75歳以上の方及び65歳から75歳未満の方で一定の障がいが

あり、後期高齢者医療保険の資格を取得された方が納める保険料となってございます。被

保険者数は1,081人と予定をしてございます。 

 ２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額3,476万3,000円、

後期高齢者医療広域連合への保険料軽減措置分の納付金として一般会計から繰り入れるも

のです。保険料軽減措置分につきましては、措置額の４分の３が道から交付されることと

なってございます。 

 ３款１項１目繰越金、前年度繰越金の内容でございます。 

 ４款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金は保険料の延滞金、いずれも本年

度予算額1,000円。 

 ７ページをごらん願います。２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、本年度予

算額５万円、２目還付加算金、本年度予算額１万円、いずれも保険料の過誤納付が生じた

場合に広域連合から納付される還付金及び還付加算金となってございます。 

 ３項１目雑入、本年度予算額1,000円、その他の雑収入でございます。 

 以上で歳入の説明を終わります。 

 続いて、歳出について説明をいたします。８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、本年度予算額589万3,000円、この会計に係る

職員の人件費及び義務的経費を計上してございます。13節委託料は、後期高齢者医療シス

テム保守料でございます。 

 ２項１目徴収費、本年度予算額65万7,000円、後期高齢者医療保険料の賦課及び徴収に係

る義務的経費でございます。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、本年度予算額7,302万8,000円、後期高齢

者医療広域連合に対する納付金で、広域連合の事務に対する共通経費並びに保険軽減に係

る保険基盤安定分、後期高齢者医療保険料等を納付する内容となってございます。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、本年度予算額５万円、

２目還付加算金、本年度予算額１万円、いずれも保険料の過誤納付が生じた場合における

還付金及び還付加算金です。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金、本年度予算額1,000円、一般会計繰出金の内容でござい

ます。 

 ４款１項１目予備費、本年度予算額1,000円、予備の支出に備えた科目を設けているもの

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。 

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31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５ 議案第３２号 

〇田村議長 日程第５、議案第32号 平成27年度浦幌町介護保険特別会計予算を議題とい

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 議案第32号 平成27年度浦幌町介護保険特別会計予算。 

 平成27年度浦幌町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６億7,423万4,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成27年３月９日提出、浦幌町長。 

 この会計は、介護保険の運営及び介護給付費の会計を処理する特別会計となってござい

ます。主な内容につきましては、予算説明資料43ページから46ページに掲載をしてござい

ます。 

 次のページの２ページ、３ページ、第１表、歳入歳出予算並びに４ページ、５ページ、

歳入歳出予算事項別明細書、１、総括は省略をさせていただきます。 

 ６ページをごらん願いたいと思います。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、本年度予算額１億1,782万9,000円、65歳以上の第１号被保険者1,928人

の方が納める保険料となってございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、本年度予算額１億823万

8,000円、介護給付費の20％が国から交付されるものとなってございます。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金、本年度予算額5,590万1,000円、原則といたしまして

保険給付費の５％を国が交付するものでございますけれども、75歳以上の後期高齢者の割

合、所得階層等の構成割合を全国平均と比較し、多い場合は５％を超えて交付され、逆に

少ない場合は５％を下回って交付されるものでございます。 

 ２目地域支援事業交付金、本年度予算額376万6,000円、地域支援事業費のうち介護予防
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事業については対象経費の25％、任意事業につきましては対象経費の39％が交付される内

容でございます。 

 ７ページをごらん願います。３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金、本

年度予算額8,967万2,000円、道から保険給付費の12.5％が交付される内容です。 

 ２項財政安定化基金支出金、１目交付金、本年度予算額2,000円、３項道補助金、１目地

域支援事業交付金、本年度予算額188万3,000円、介護予防事業対象経費の12.5％、任意事

業対象経費の19.5％が交付される内容でございます。 

 ４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、本年度予算額１億7,050万7,000円、

保険給付費の28％が社会保険診療報酬支払基金から交付される内容でございます。 

 ８ページをごらん願いたいと思います。２目地域支援事業交付金、本年度予算額196万

6,000円、介護予防事業対象経費の28％が社会保険診療報酬支払基金から交付されるもので

す。 

 ５款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額１万1,000円、基

金利子の内容でございます。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額１億2,442万4,000円、

介護給付費繰入金として保険給付費のうち市町村負担分12.5％、地域支援事業繰入金とし

て介護予防事業費の12.5％、任意事業費の市町村負担分19.5％、さらに介護保険事業に係

る職員の人件費、義務的経費等を一般会計から繰り入れるものです。 

 ２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金、本年度予算額ゼロとなってございます。 

 ９ページをごらん願います。７款１項１目繰越金、本年度予算額３万円、前年度繰越金

の内容でございます。 

 ８款諸収入、１項延滞金及び過料、１目第１号被保険者延滞金、２目第１号被保険者過

料、本年度予算額、いずれも1,000円、保険料の延滞金及び過料となってございます。 

 ２項雑入、１目第３者納付金、２目返納金、３目雑入、いずれも本年度予算額1,000円で

ございます。第三者行為に係る納付金、不正請求等による不正利得徴収金の返納金及びそ

の他の雑入となってございます。 

 以上で歳入の説明を終わらせていただきます。 

 次に、歳出について説明をいたします。10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、本年度予算額1,403万3,000円、この会計にかか

わります職員の人件費及び義務的経費が計上されてございます。13節委託料は、システム

改修業務委託料の内容です。 

 ２項１目賦課徴収費、本年度予算額127万4,000円、介護保険料の賦課及び徴収に係る義

務的経費です。11ページをごらん願います。12節役務費の手数料は、コンビニ収納利用手

数料及び口座振り込みの手数料でございます。 

 ３項１目介護認定審査会費、本年度予算額591万3,000円、東部４町で構成する介護認定

審査会に係る経費でございます。12節役務費の手数料は、主治医の意見書作成手数料、14節
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使用料及び賃借料は事務機借り上げ料の内容となってございます。19節負担金、補助及び

交付金は、東十勝介護認定審査会共同設置に係る負担金でございます。 

 ２目認定調査費、本年度予算額253万6,000円、要介護度の認定調査に要する経費でござ

います。１節報酬は、調査員１名分の報酬、13節委託料は介護保険施設及び居宅介護施設

等に係る認定調査委託料の内容です。 

 12ページをごらん願います。４項１目介護保険運営協議会費、本年度予算額２万2,000円、

介護保険運営協議会委員６名分の報酬及び費用弁償の内容となってございます。 

 ５項１目趣旨普及費、本年度予算額20万3,000円、介護保険制度普及のためのパンフレッ

ト等作成費用を計上してございます。 

 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、本年度予

算額１億7,990万1,000円、２目居宅介護サービス等計画給付費、本年度予算額1,958万

4,000円、３目地域密着型介護サービス等給付費、本年度予算額１億3,463万8,000円。13ペ

ージをごらん願います。４目施設介護サービス等給付費、本年度予算額２億2,807万

9,000円、いずれの給付費も被保険者が事業所からサービスを受けたときの費用に対し保険

給付費で支払うもので、各事業所には国保連合会を通じて支払われるものでございます。 

 ５目福祉用具購入費、本年度予算額39万2,000円、６目住宅改修費、本年度予算額219万

6,000円、いずれも保険給付費として９割を被保険者の申請に基づき支払う内容で、本町に

おきましては受領委任制度により本町との契約業者であれば自己負担１割だけで支払いが

よいという内容となってございます。 

 ７目審査支払手数料、本年度予算額50万4,000円、北海道国保連への審査支払手数料。 

 ２項１目高額介護サービス等費、本年度予算額1,400万円、各世帯の所得状況に応じて１

カ月に支払う費用の限度額が定められており、その限度額を超えた額を高額介護サービス

費として保険者が支払うものでございます。 

 ３項１目高額医療合算介護サービス等費、本年度予算額190万円、介護保険と医療保険を

利用した際に自己負担の年額が高額になったときに保険者が支払うものでございます。 

 14ページをごらん願います。４項１目特定入所者介護サービス等費、本年度予算額

2,775万7,000円、居住費、滞在費及び食費の負担が低所得者の方にとって過重な負担とな

らないよう所得に応じ定額の負担限度額が定められております。これにより、低所得者等

の負担軽減を図るために本人負担以外の分を国保連合会に支払う経費です。 

 ３款１項財政安定化基金拠出金、１目財政安定化基金償還金、本年度予算額1,000円、基

金償還金。 

 ４款１項地域支援事業費、１目介護予防事業費、本年度予算額701万8,000円、要支援、

要介護認定者を除き、自立した生活を送られている方を対象に調査を行い、虚弱な高齢者

に介護予防サービスを提供するとともに、一般の高齢者にも介護予防のための健康づくり

等を行う経費を計上してございます。13節委託料は、通所型介護予防事業、運動機能療法

士派遣委託ほかの内容となってございます。 
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 15ページをごらん願います。２目任意事業費、本年度予算額402万5,000円、家庭内にお

ける介護に伴い家族が受ける身体的、精神的、経済的負担を軽減し、家族介護を継続して

いただくための支援に要する経費となってございます。20節扶助費は、紙おむつ等の介護

用品の給付費並びに家族介護慰労金という内容でございます。 

 ３目包括的支援事業費、本年度予算額2,357万3,000円、本町の地域包括支援センター運

営に係る経費となってございます。１節報酬は、委員10名分の報酬でございます。16ペー

ジをごらん願います。13節委託料は、介護予防プラン作成委託、包括支援業務委託の内容

です。 

 ５款１項基金積立金、１目介護給付費準備基金等積立金、本年度予算額652万3,000円は

基金積立金の内容でございます。 

 ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目第１号被保険者還付金、本年度予算額

６万円、過年度にさかのぼり第１号被保険者の資格を喪失した場合における保険料の還付

金及び還付加算金です。 

 17ページをごらん願います。２目償還金、本年度予算額1,000円、過年度の介護給付費等

負担金の精算に伴う返還金。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金、本年度予算額1,000円、過年度分の保険給付費精算によ

る一般会計繰出金。 

 ７款１項１目予備費、本年度予算額10万円、予備の支出に備えた経費を計上してござい

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。 

（「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32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。 
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午後 ２時５７分  休憩 

午後 ３時１０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ます。 

 

    ◎日程第６ 議案第３３号 

〇田村議長 日程第６、議案第33号 平成27年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算を議

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 浦幌町立診療所特別会計予算書１ページ、あわせまして説明資料

47ページ、48ページをごらん願います。議案第33号 平成27年度浦幌町浦幌町立診療所特

別会計予算。 

 平成27年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億6,871万4,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成27年３月９日提出、浦幌町長。 

 この会計につきましては、町立診療所の管理運営及び診療の収支の会計を処理する特別

会計でございます。 

 ２ページをごらん願います。２ページ、３ページの第１表、歳入歳出予算につきまして

は説明を省略させていただきます。 

 ４ページをごらん願います。歳入歳出予算事項別明細書、１、総括につきましても説明

を省略させていただきます。 

 ６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、本年度予算額7,755万円、一般会計からの繰入金でございます。そのうち普通交付

税措置見込み額等につきましては、説明資料47ページに記載のとおりでございます。 

 ２款１項１目繰越金、本年度予算額50万円、前年度繰越金でございます。 

 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入、本年度予算額１億9,063万円、この科目につきまし

ては診療行為に伴います各種診療報酬の収入科目でございます。説明資料47ページに記載

のとおりでございますが、４月から町立診療所が町内１医院となることから、診療報酬収

入につきましては26年度と比較しまして2,406万円の増で計上いたしております。その主な

ものにつきましては、１節保険診療収入が1,920万円、５節健康診査収入が180万円、６節

その他診療収入が300万円の増で計上をいたしております。 
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 次に、７ページをごらん願います。２項１目雑入、本年度予算額２万4,000円、２目過年

度収入、本年度予算額１万円、特に説明を加えることはございません。 

 ４款１項１目浦幌町立診療所医療機器更新事業債は、廃目整理でございます。 

 ８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、本年度

予算額4,832万9,000円、この科目につきましては事務職員の人件費及び診療所の維持管理、

運営にかかわる経費でございます。主な増減でございますが、まず増額につきましては職

員の人件費で83万9,000円の増、11節需用費のうち電気料金高騰に伴う光熱水費74万

4,000円の増、燃料単価低減に伴う燃料費51万4,000円の減、総体で11節需用費23万円の増、

13節委託料のうち施設管理にかかわります保守業務委託料43万4,000円の増、７節賃金から

の組みかえによります環境整備委託料16万2,000円の増、総体で13節委託料59万6,000円の

増、14節使用料及び賃借料のうち週末等の非常勤医師送迎用タクシーの自動車借り上げ料

24万円の増、27節公課費で消費税分23万円の増でございます。13節委託料につきましては、

説明資料48ページに記載のとおりでございます。 

 次に、９ページ下段から10ページをごらん願います。２目医業費、本年度予算額２億

2,000万4,000円、この科目につきましては医療業務従事者の人件費及び診療業務に伴いま

す医薬材料、医療機器などの経費でございます。主な増減でございますが、まず増額につ

きましては、職員の人件費で124万1,000円の増、７節賃金のうち医師賃金で375万円の増、

代替放射線技師の技師賃金70万円の減、職員の産前産後休暇等に伴う代替臨時看護師等賃

金207万6,000円の減、総体で７節賃金97万4,000円の増、９節旅費のうち医師費用弁償105万

6,000円の増、11節需用費のうち医薬材料費300万円の増、修繕料で昨年医療用酸素吸引設

備配管延長ほかの修理が完了いたしましたので、修繕料62万7,000円の減、総体で11節需用

費237万3,000円の増、13節委託料のうち医療機器の保守業務委託料106万6,000円の増、血

液検査等業務委託料27万3,000円の減、総体で13節委託料79万円の増でございます。また、

減額につきましては、医療機器更新に伴う18節備品購入費で1,880万9,000円の減額となっ

ております。13節委託料、14節使用料及び賃借料につきましては、説明資料48ページに記

載のとおりでございます。 

 11ページをごらん願います。２款１項公債費、１目利子、本年度予算額33万1,000円、こ

の科目につきましては医療機器更新事業債にかかわる償還利子でございます。 

 ３款１項１目予備費、本年度予算額５万円、この科目につきましては予備の支出に備え

るための科目でございます。 

 12ページをごらん願います。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当

該年度末における現在高の見込みに関する調書、区分、浦幌町立診療所医療機器更新事業

債、前々年度末現在高3,610万円、前年度末現在高見込み額5,490万円、当該年度末現在高

見込み額5,490万円でございます。 

 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。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第33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７ 議案第３４号 

〇田村議長 日程第７、議案第34号 平成27年度浦幌町公共下水道特別会計予算を議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課参事。 

〇関谷施設課参事 議案第34号 平成27年度浦幌町公共下水道特別会計予算。あわせて説

明資料49ページ、50ページをごらん願います。 

 平成27年度浦幌町の公共下水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億3,092万4,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

  （債務負担行為） 

  第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

  （地方債） 

  第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 平成27年３月９日提出、浦幌町長。 

 この会計は、浦幌町公共下水道の建設及び維持管理をする特別会計です。 

 ２ページの第１表、歳入歳出予算は省略させていただきます。 

 ４ページをお開き願います。第２表、債務負担行為、水洗便所改造等の資金として帯広

信用金庫が融資する貸付事業に対する損失補償、期間、平成27年度、限度額50万円。水洗

便所改造等の資金として浦幌町農業協同組合が融資する貸付事業に対する損失補償、期間、

平成27年度、限度額50万円。 
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 第３表、地方債、起債の目的、下水道事業、公共下水道事業、限度額2,100万円、起債の

方法、証書借入又は証券発行、利率、年５％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる

資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）、償還の方法、

政府資金又は金融機関等の融通条件による。ただし、町財政の都合により据置期間及び償

還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換することができる。 

 ５ページの歳入歳出予算事項別明細書の１、総括は省略させていただきます。 

 ７ページをお開き願います。２、歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目公共

下水道費分担金、本年度予算額1,000円、吉野処理区における新規受益者に係る分担金でご

ざいます。 

 ２項負担金、１目公共下水道費負担金、本年度予算額2,000円、受益者負担金でございま

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、本年度予算額6,471万

1,000円、公共下水道使用料で説明資料49ページに記載のとおりでございます。 

 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、本年度予算額2,480万円、

公共下水道事業における社会資本整備総合交付金で460万円の減でございます。 

 ８ページをお開き願います。４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、

本年度予算額1,000円、水洗便所等資金貸付金の預託金利子でございます。 

 ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額２億1,890万5,000円、

一般会計からの繰入金でございます。 

 ６款１項１目繰越金、本年度予算額50万円、前年度繰越金でございます。 

 ７款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、本年度予算額1,000円、２目過料

1,000円でございます。 

 ２項１目貸付金元利収入、本年度予算額100万円、水洗便所等資金貸付金元金収入でござ

います。 

 ９ページをごらん願います。３項１目雑入、本年度予算額2,000円、仮払消費税還付金及

び雑入でございます。 

 ８款１項町債、１目公共下水道事業債、本年度予算額2,100万円、公共下水道事業に係る

事業債500万円の減でございます。 

 10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、

本年度予算額505万円、この科目につきましては公共下水道運営に係る費用でございます。

増額の主なものは、下水道認可区域変更に伴う11節需用費の印刷製本費30万3,000円の増で

ございます。 

 ２目普及推進費、本年度予算額101万1,000円、水洗化に向けての普及推進に係る経費で

す。特に説明する事項はございません。 

 ２項施設管理費、１目管渠管理費、本年度予算額796万1,000円、下水道管渠の維持管理

に係る経費でございます。増額の主なものは、説明資料50ページに記載の管渠等清掃に係
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る13節委託料40万8,000円の増でございます。減額の主なものは、マンホール内ポンプ分解

修理に伴う11節需用費の修繕料100万円の減でございます。 

 ２目処理場管理費、本年度予算額3,119万5,000円、この科目につきましては終末処理場

の維持管理に係る経費でございます。増額の主なものは、電気料金値上げに伴う11節需用

費の光熱水費176万4,000円の増でございます。減額の主なものは、脱水機分解修理などに

係る11節需用費の修繕料150万円の減でございます。需用費の修繕料及び委託料につきまし

ては、説明資料50ページに記載のとおりでございます。 

 ２款事業費、１項１目下水道建設費、本年度予算額6,276万円、この科目につきましては

公共下水道建設に係る経費でございます。増額の主なものは、終末処理場設備等更新工事

等に伴う13節委託料200万円の増でございます。減額の主なものは、下水道施設移設事業等

に係る15節、公共下水道費3,800万円の減でございます。委託料及び工事請負費につきまし

ては、説明資料50ページに記載のとおりでございます。 

 13ページをごらん願います。３款１項公債費、１目元金、本年度予算額１億9,453万

5,000円、１目利子2,836万2,000円、23節償還金利子及び割引料の長期債償還元金514万

7,000円、利子382万3,000円が減額となってございます。 

 ４款１項１目予備費、本年度予算額５万円、予備の支出に備えるための費用です。 

 14ページをお開き願います。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当

該年度末における現在高見込みに関する調書、区分、公共下水道事業債、前々年度末現在

高15億2,266万7,000円、前年度末現在高見込み額13億4,898万5,000円、当該年度中起債見

込み額2,100万円、当該年度中元金償還見込み額１億9,453万5,000円、当該年度末現在高見

込み額11億7,545万円。 

 以上で説明を終了させていただきます。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34号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第８ 議案第３５号 

〇田村議長 日程第８、議案第35号 平成27年度浦幌町個別排水処理特別会計予算を議題
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といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課参事。 

〇関谷施設課参事 議案第35号 平成27年度浦幌町個別排水処理特別会計予算。あわせて

説明資料51ページ、52ページをごらん願います。 

 平成27年度浦幌町の個別排水処理特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,424万2,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

  （債務負担行為） 

  第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

  （地方債） 

  第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 平成27年３月９日提出、浦幌町長。 

 この会計は、浦幌町個別排水処理施設の設置及び維持管理をする特別会計です。 

 ２ページの第１表、歳入歳出予算は省略させていただきます。 

 ４ページをお開きください。第２表、債務負担行為、事項、水洗便所改造等の資金とし

て帯広信用金庫が融資する貸付事業に対する損失補償、期間、平成27年度、限度額50万円、

水洗便所改造等の資金として浦幌町農業協同組合が融資する貸付事業に対する損失補償、

期間、平成27年度、限度額100万円。 

 第３表、地方債、起債の目的、下水道事業、個別排水処理施設整備事業、限度額1,460万

円、起債の方法、証書借入又は証券発行、利率、年５％以内（ただし、利率見直し方式で

借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）、償

還の方法、政府資金又は金融機関等の融通条件による。ただし、町財政の都合により据置

期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換することができる。 

 ５ページの歳入歳出予算事項別明細書の１、総括は省略させていただきます。 

 ７ページをお開き願います。２、歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目個別

排水処理分担金、本年度予算額24万円、個別排水処理受益者分担金でございます。 

 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、本年度予算額1,116万

9,000円、内容につきましては説明資料51ページに記載のとおりでございます。 

 ３款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額1,000円、水洗便

所等資金貸付金の預託金利子でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額2,652万8,000円、
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一般会計からの繰入金でございます。 

 ５款１項１目繰越金、本年度予算額20万円、前年度繰越金でございます。 

 ８ページをお開き願います。６款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、本

年度予算額1,000円、２目過料1,000円でございます。 

 ２項１目貸付金元利収入、本年度予算額150万円、水洗便所改造等貸付金元金収入でござ

います。 

 ３項１目雑入、本年度予算額2,000円、仮払消費税還付金及び雑入です。 

 ７款１項町債、１目個別排水処理施設整備事業債、本年度予算額1,460万円、施設整備に

係る事業債でございます。 

 ９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、

本年度予算額46万3,000円、この科目につきましては個別排水処理施設に係る一般管理費で

ございます。 

 ２目普及推進費、本年度予算額202万1,000円、水洗化に向けての普及推進に係る経費で

ございます。19節負担金、補助及び交付金は、説明資料52ページに記載のとおりでござい

ます。 

 ２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費、本年度予算額1,887万円、この科目につ

きましては合併処理浄化槽等の施設の維持管理に係る経費でございます。委託料につきま

しては、説明資料52ページに記載のとおりでございます。 

 ２款事業費、１項１目個別排水処理施設建設費、本年度予算額1,600万円、この科目につ

きましては合併処理浄化槽の建設費に係る経費でございます。工事請負費につきましては、

説明資料52ページに記載のとおりでございます。 

 11ページをごらん願います。３款１項公債費、１目元金、本年度予算額1,290万円、２目

利子393万8,000円、23節償還金、利子及び割引料の長期債償還元金46万4,000円、利子６万

1,000円が減額となってございます。 

 ４款１項１目予備費、本年度予算額５万円、予備の支出に備えるための費用でございま

す。 

 12ページをお開き願います。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当

該年度末における現在高見込みに関する調書、区分、個別排水処理施設整備事業債、前々

年度末現在高２億3,463万8,000円、前年度末現在高見込み額２億3,587万4,000円、当該年

度中起債見込み額1,460万円、当該年度中元金償還見込み額1,290万円、当該年度末現在高

見込み額２億3,757万4,000円。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 
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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35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３６号 

〇田村議長 日程第９、議案第36号 平成27年度浦幌町簡易水道特別会計予算を議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課参事。 

〇関谷施設課参事 議案第36号 平成27年度浦幌町簡易水道特別会計予算。あわせて説明

資料53ページ、54ページをごらん願います。。 

 平成27年度浦幌町の簡易水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億4,187万7,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 （地方債） 

  第２条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

 平成27年３月９日提出、浦幌町長。 

 この会計は、浦幌町簡易水道における施設の建設及び維持管理をする特別会計です。 

 ２ページの第１表、歳入歳出予算は省略させていただきます。 

 ４ページをお開き願います。第２表、地方債、起債の目的、簡易水道事業、限度額1,050万

円、起債の方法、証書借入又は証券発行、利率、年５％以内（ただし、利率見直し方式で

借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）、償

還の方法、政府資金又は金融機関等の融通条件による。ただし、町財政の都合により据置

期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換することができる。 

 ５ページの歳入歳出予算事項別明細書の１、総括は省略させていただきます。 

 ７ページをお開き願います。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、本年度予算額2,850万円、町道改良工事などに伴う水道管移設工事負担金で、

前年度より1,130万円の減となってございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料、本年度予算額１億4,971万3,000円、
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今年度は万年、朝日、統太、生剛地区が供用開始となることもあり、110万6,000円の増額

となってございます。水道使用料の内訳につきましては、説明資料53ページに記載のとお

りでございます。 

 ２項手数料、１目簡易水道手数料、本年度予算額10万円、給水工事設計審査に係る手数

料でございます。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額１億5,256万1,000円、

一般会計からの繰入金でございます。 

 ４款１項１目繰越金、本年度予算額50万円、前年度繰越金でございます。 

 ８ページをお開き願います。５款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目過料、本年

度予算額1,000円でございます。 

 ２項１目雑入、本年度予算額2,000円、雑入及び仮払消費税還付金でございます。 

 ６款１項町債、１目簡易水道事業債、本年度予算額1,050万円、簡易水道施設整備に係る

事業債8,510万円の減でございます。 

 ７款国庫支出金、１項国庫補助金、簡易水道事業費補助金は廃目となります。 

 ９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、

本年度予算額3,264万9,000円、この科目につきましては簡易水道事業に係る人件費などの

一般管理費でございます。 

 10ページをお開き願います。２目施設管理費、本年度予算額6,883万3,000円、この科目

につきましては簡易水道施設における維持管理に係る経費でございます。増額の主なもの

は、電気料金値上げに係る光熱水費174万円、環境整備に係る７節賃金からの予算組み替え

により13節委託料が増となってございます。減額の主なものは、職員給与支給に伴う７節

賃金244万2,000円の減、18節備品購入費155万円の減につきましては、昨年度色濁度計を購

入したことによるものでございます。なお、需用費の修繕料及び委託料につきましては、

説明資料54ページに記載のとおりでございます。 

 11ページをごらん願います。２款１項事業費、１目給水事業費、本年度予算額7,838万

9,000円、この科目につきましては簡易水道施設整備及び給水装置に係る量水器取りかえな

どに関する経費でございます。増額の主なものは、配水管移設設計及び統合簡水調査測量

設計に係る13節委託料950万円の増でございます。減額の主なものは、厚内地区浄水場設備

更新工事完了などに伴う15節工事請負費7,239万1,000円の減でございます。なお、道営下

浦幌地区共同事業及び担い手支援型畑地帯総合整備事業につきましては、事業終了となり

負担金はございません。委託料及び工事請負費につきましては、説明資料54ページに記載

のとおりでございます。 

 ５款１項公債費、１目元金、本年度予算額１億1,950万1,000円、長期債償還元金1,034万

6,000円の増、２目利子4,245万4,000円、長期債償還金利子144万2,000円の減額となってご

ざいます。 

 ４款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目過誤納還付金、本年度予算額1,000円でござ
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います。 

 12ページをお開き願います。５款１項１目予備費、本年度予算額５万円、予備の支出に

備えるための費用でございます。 

 13ページをごらん願います。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当

該年度末における現在高見込みに関する調書、区分、簡易水道事業債、前々年度末現在高

22億5,355万5,000円、前年度末現在高見込み額22億4,379万9,000円、当該年度中起債見込

み額1,050万円、当該年度中元金償還見込み額１億1,950万1,000円、当該年度末現在高見込

み額21億3,479万8,000円。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第36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。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 再開は、あす午前10時ですので、よろしくお願いをいたします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 ３時４９分 


