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平成２８年第４回浦幌町議会臨時会（第１号） 

 

平成２８年１１月２４日（木曜日） 

開会 午前１０時００分 

閉会 午前１１時１８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 報告第 ７号 専決処分の報告について 

              （損害賠償の額の決定） 

 日程第 ７ 報告第 ８号 専決処分の報告について 

              （損害賠償の額の決定） 

 日程第 ８ 承認第 ６号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２８年度浦幌町一般会計補正予算） 

 日程第 ９ 承認第 ７号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２８年度浦幌町一般会計補正予算） 

 日程第１０ 承認第 ８号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２８年度浦幌町一般会計補正予算） 

 日程第１１ 議案第９１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１２ 議案第９２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１３ 議案第９３号 浦幌町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正につ 

              いて 

 日程第１４ 議案第９４号 平成２８年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第１５ 議案第９５号 平成２８年度浦幌町町有林野特別会計補正予算 

 日程第１６ 議案第９６号 平成２８年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算 

 日程第１７ 議案第９７号 平成２８年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 日程第１８ 議案第９８号 平成２８年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第１９ 議案第９９号 平成２８年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算 

 日程第２０ 議案第1 0 0号 平成２８年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算 

 日程第２１ 議案第1 0 1号 平成２８年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算 

 日程第２２ 議案第1 0 2号 平成２８年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 
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〇出席議員（１０名） 

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

    ４番  安  藤  忠  司     ５番  二  瓶     隆 

    ６番  福  原  仁  子     ７番  杉  江     博 

    ８番  河  内  富  喜     ９番  阿  部     優 

   １０番  森     秀  幸    １１番  田  村  寛  邦 

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇出席説明員 

    特 別 職 

     町    長   水  澤  一  廣 

     副  町  長   鈴  木  宏  昌 

 

    町 部 局 

     総 務 課 長   大  山  則  幸 

     ま ち づ く り 政 策 課 長   山  本  輝  男 

          町 民 課 長      山  本  浩  宣 

     保健福祉課長   熊  谷  晴  裕 

          産 業 課 長      岡  崎  史  彦 

     施 設 課 長   小  川  博  也 

     上浦幌支所長   小  島  師  紀 

     会 計 管 理 者   佐  藤  勇  人 

          診療所事務長      菅  原     敏 

 

    教育委員会 

     教 育 委 員 会 職 務 代 理 者   背  古  宗  敬 

          教  育  長      久  門  好  行 

     教 育 次 長   鈴  木     広 

 

    農業委員会 

     会    長   小  川  博  幸 

          事 務 局 長      前  田     勇 

 

    監 査 委 員 



 － 3 － 

     代表監査委員   神  谷  敏  昭 

 

〇出席議会事務局職員 

     局    長   新  川  寿  雄 

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

    ◎開会の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は10名です。 

 定足数に達しておりますので、本日をもって招集されました平成28年第４回浦幌町議会

臨時会を開会いたします。 

 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 直ちに本日の会議を開きます。 

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

いたします。 

 

    ◎議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 河内委員長。 

〇河内議会運営委員長 議会運営委員長報告をいたします。 

 平成28年第４回浦幌町議会臨時会の運営について、去る11月18日午前、議会運営委員会

を開催し、委員全員及び正副議長出席のもと、提出される議案について理事者より説明を

受け、日程及び運営について協議をいたしましたので、報告いたします。 

 本臨時会は、諸般の報告、行政報告に続き、報告第７号から第８号の２件、承認第６号

から第８号の３件、一般議案第91号から第93号までの３件、平成28年度一般会計外各特別

会計補正予算の議案第94号から第102号までの９件であります。以上の内容を踏まえ、会期

は本日１日でお願いいたします。 

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

す。 

 以上、議会運営委員会の協議結果であります。議員各位のご協賛を賜りますようお願い

を申し上げ、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 

〇田村議長 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期会議録の署名議員は、会議規則第125条の規定により、９番、阿部優議員、10番、森

秀幸議員を指名いたします。 

 

    ◎日程第３ 会期の決定 

〇田村議長 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りをいたします。本臨時会の会期は、本日１日にしたいと思います。これにご異議
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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１日と決定をいたしました。 

 

    ◎日程第４ 諸般の報告 

〇田村議長 日程第４、諸般の報告を事務局長より行わせます。 

〇新川議会事務局長 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28年11月14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28年９月14日から平成28年11月23日までの議長等の動静及び議員の派遣結果

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

 次に、平成28年９月14日開会の第３回町議会定例会で可決されましたＪＲ北海道・ＪＲ

四国・ＪＲ貨物に係る税制特例の恒久化等を求める意見書及び林業・木材産業の成長産業

化に向けた施策の充実・強化を求める意見書並びに平成28年８月の連続４台風による災害

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

関係各大臣に提出をいたしました。 

 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28年９月14日から平成28年11月23日までの町長等の動静につきましては、お手元に

配付のとおりでありますので、ごらんおきを願いたいと思います。 

 次に、２の建設工事入札結果につきましては、交付金事業生剛橋ほか１橋補修工事ほか

14件であります。 

 ３の委託業務入札結果につきましては、交付金事業相川川西線調査測量設計委託業務ほ

か３件であります。 

 ４の物品購入入札結果につきましては、浦幌町立診療所自動血球数計数ＣＲＰ測定装置

ほか２件であります。 

 その他については、特段ありません。 

 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。 
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    ◎日程第６ 報告第７号 

〇田村議長 日程第６、報告第７号 専決処分の報告についてを議題といたします。 

 提出者からの説明を求めます。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 議案１ページをごらんおき願います。報告第７号 専決処分の報告につい

て。 

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

り専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

平成28年11月24日提出、浦幌町長。 

 記、１、損害賠償の額、11万2,553円、過失割合、町70％、相手方30％。 

 ２、損害賠償の相手方、記載のとおりでございます。 

 ３、事故の発生年月日、平成28年８月９日。 

 ４、事故の発生場所、記載のとおりでございます。 

 ５、事故の概要、浦幌消防署職員の運転する第４分団広報車が上記事故発生場所におい

て後ろ向きに出庫する際、駐車場内を走行していた相手方車両の助手席へ接触し、第４分

団広報車が車両後部右側ボディー及び右側反射板を損傷し、相手方車両の前部左側フェン

ダー及びドアを損傷させた事故。 

 ６、専決処分日、平成28年９月27日。９月27日につきましては、相手方との損害賠償の

示談成立日でございます。 

 なお、損害賠償につきましては、相手方との示談により相手方当該車両に係る修理費の

70％相当の11万2,553円について全国町村会総合賠償補償保険で対応するものでございま

す。 

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

とはありませんでしたが、町の財産に損傷を与えたことを重く受けとめ、駐車場内の走行

における注意義務遵守における過失について看過することなく、職員への事故防止の徹底

を促し、交通安全へ取り組み強化へのさらなる指導に努めたいと思っているところでござ

います。 

 以上、専決処分の報告とさせていただきます。 

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。 

 これで報告第７号を終わります。 

 

    ◎日程第７ 報告第８号 

〇田村議長 日程第７、報告第８号 専決処分の報告についてを議題といたします。 

 提出者からの説明を求めます。 
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 副町長。 

〇鈴木副町長 議案２ページをごらんおき願います。報告第８号 専決処分の報告につい

て。 

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

り専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 平成28年11月24日提出、浦幌町長。 

 記、１、損害賠償の額、19万9,260円。 

 ２、損害賠償の相手方、記載のとおりでございます。 

 ３、事故の発生年月日、平成28年８月17日。 

 ４、事故の発生場所、記載のとおりでございます。 

 ５、事故の概要、上記事故発生場所において、台風７号により移住体験住宅の屋根のト

タンが飛ばされ、同住宅を利用中であった相手方所有の車両に乗り上げ、同車両上部及び

右側ルーフの一部を損傷させた事故。 

 ６、専決処分日、平成28年11月７日は相手方との損害賠償の示談成立日でございます。 

 なお、損害賠償につきましては、相手方との示談により相手方当該車両に係る修理費相

当の19万9,260円について、本第４回町議会臨時会におきましてご提案申し上げております

平成28年度一般会計補正予算における賠償金をもって対応するものでございます。 

 このたびの件につきましては、台風により町有移住体験住宅屋根が剥離し、敷地内に停

車しておりました移住体験住宅利用者所有の車両に損傷を与えたことによる賠償対応であ

りますが、自然災害を起因とする場合、全国町村会総合賠償補償保険の適用除外となるこ

とから町費で負担するものでございます。 

 以上、専決処分の報告とさせていただきます。 

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。 

 これで報告第８号を終わります。 

 

    ◎日程第８ 承認第６号 

〇田村議長 日程第８、承認第６号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書の３ページをごらん願います。承認第６号 専決処分の承認を求

めることについて。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分をしたので、同条第３項の

規定によりこれを報告し、承認を求める。 



 － 8 － 

 平成28年11月24日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

 平成28年10月14日、浦幌町長。 

 記、平成28年度浦幌町一般会計補正予算、次のとおり。 

 次の５ページをごらん願います。あわせまして、説明資料につきましては１ページをご

らん願います。平成28年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成28年度浦幌町の一般会計補正予算（第７回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,847万6,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ66億1,352万8,000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。 

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

補正予算事項別明細書、１、総括については、説明を省略させていただきます。 

 次に、８ページをごらん願います。２、歳入、17款繰入金、２項１目基金繰入金1,847万

6,000円を追加し、４億107万2,000円、財政調整基金からの繰り入れでございます。 

 次に、９ページをごらん願います。３、歳出、３款民生費、３項老人福祉費、３目老人

ホーム費47万円を追加し、１億8,102万7,000円、説明資料１ページに記載してございます

が、施設にかかわります修繕料、備品購入費を追加した内容でございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、６目土地改良費55万1,000円を追加し、8,577万2,000円、

説明資料１ページに記載してございますが、浦幌太排水機場にかかわります修繕料を追加

した内容でございます。 

 ７款１項商工費、２目観光費25万5,000円を追加し、3,494万7,000円、説明資料１ページ

から２ページに記載してございますが、産業交流施設内レストラン施設にかかわります修

繕料を追加した内容でございます。 

 11款災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧費、１目公共土木施設災害応急費1,000万円

を追加し、9,018万5,000円、説明資料につきましては２ページに記載してございますが、

８月の台風にかかわります道路、河川の災害応急費を追加した内容でございます。 

 次のページをごらん願います。２項農林水産施設災害復旧費、１目農業施設災害応急費

300万円を追加し、3,200万円、説明資料につきましては２ページから３ページをごらん願

いたいと思います。明渠排水にかかわります災害応急に係る経費を追加した内容でござい

ます。 

 ３項その他公共施設等災害復旧費、１目その他公共施設等災害応急費420万円を追加し、

4,008万4,000円、説明資料３ページに記載してございますが、浦幌パークゴルフ場にかか

わります災害応急にかかわります経費を追加した内容でございます。 
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 以上で説明を終わらせていただきますので、ご承認賜りますようよろしくお願いいたし

ます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより承認第６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９ 承認第７号 

〇田村議長 日程第９、承認第７号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書の11ページをごらん願います。承認第７号 専決処分の承認を求

めることについて。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分をしたので、同条第３項の

規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成28年11月24日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

 平成28年11月９日、浦幌町長。 

 記、平成28年度浦幌町一般会計補正予算、次のとおり。 

 13ページをごらん願います。あわせまして、説明資料につきましては４ページをごらん

願います。平成28年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成28年度浦幌町の一般会計補正予算（第８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15万7,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ66億1,368万5,000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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 次のページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに次のページの歳入歳出

補正予算事項別明細書、１、総括については、説明を省略させていただきます。 

 次に、16ページをごらん願います。２、歳入、17款繰入金、２項１目基金繰入金15万7,000円

を追加し、４億122万9,000円、財政調整基金からの繰り入れでございます。 

 ３、歳出、10款教育費、５項社会教育費、２目公民館運営費15万7,000円を追加し、4,803万

5,000円、内容といたしましては説明資料４ページに記載してございますが、上浦幌公民館

の暖房配管の漏水に伴います修繕料を追加した内容でございます。 

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

ます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより承認第７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１０ 承認第８号 

〇田村議長 日程第10、承認第８号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書の17ページをごらん願います。承認第８号 専決処分の承認を求

めることについて。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分をしたので、同条第３項の

規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成28年11月24日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

 平成28年11月14日、浦幌町長。 

 記、平成28年度浦幌町一般会計補正予算、次のとおり。 

 19ページをごらん願います。あわせまして、説明資料５ページをごらん願います。平成
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28年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成28年度浦幌町の一般会計補正予算（第９回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ450万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ66億1,818万5,000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。 

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

補正予算事項別明細書、１、総括については、説明を省略させていただきます。 

 22ページをごらん願います。２、歳入、17款繰入金、２項１目基金繰入金450万円を追加

し、４億572万9,000円、財政調整基金からの繰り入れでございます。 

 ３、歳出、２款総務費、１項総務管理費、５目財産管理費250万円を追加し、2,719万

5,000円。 

 10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費200万円を追加し、6,339万6,000円、内容と

いたしましては説明資料５ページに記載してございますが、北海道より石綿含有保温材等

の点検マニュアル等が示されたことに伴います、そのマニュアルに沿って気中濃度測定業

務委託料を追加した内容でございます。 

 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。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 石綿含有点検ということで、道のほうの点検マニュアルが来たということで

今回の調査に至ったということですが、このほかに公営住宅とかなんとかということで多

分その時代は使っているのでないか。ここから見えていますところの集合煙筒、そのあた

りの点検は今後どのように考えていく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。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

 今回のマニュアルを示されたことによりまして、町内の対象施設を検証いたしました。

その中におきまして、公営住宅等においてそういった断熱材を使われている実態というの

はございませんでしたので、その旨ご報告をさせていただきます。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 道のほうではいろいろと今まで放置していたということで非常に危険なこと

がたくさんあったかと思います。この石綿を体内に取り込むとがんになるということでい

ろいろと騒がれております。このがんが発症した場合、何らかの形で今まで浦幌町でそう
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いう発症例があったか何か、石綿原因であったかどうかちょっとお伺いしておきたいと思

います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまの福原議員のご質問についてお答えをさせていただきます。 

 事例ということの中でのご質問だと思いますけれども、過去において現在まで含めてそ

ういった発症事例というようなことについては医療機関等から報告は受けてございませ

ん。 

 以上であります。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 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８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１１ 議案第９１号 

〇田村議長 日程第11、議案第91号 浦幌町職員の給与に関する条例の一部改正について

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書の23ページをごらん願います。議案第91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28年11月24日提出、浦幌町長。 

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

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

って説明をさせていただきます。 

 説明資料の６ページをごらん願います。浦幌町職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例説明資料。 

 １、改正の趣旨でございます。平成28年８月の人事院勧告に伴う給与の改正を行うもの



 － 13 － 

でございます。 

 ２、改正の内容でございます。（１）、第１条関係でございます。第１条関係につきまし

ては、平成28年の施行にかかわる分でございます。行政職給料表を平均で0.2％引き上げる

ものでございます。給料表につきましては、９ページから13ページに記載してございます

ので、後ほどごらん願います。 

 次に、職員の勤勉手当の支給率を0.10月分引き上げ、0.800月分から0.900月分とし、再

任用職員の勤勉手当の支給率を0.05月分引き上げ、0.375月分から0.42月分とするものでご

ざいます。 

 （２）、第２条関係でございます。第２条関係につきましては、平成29年度以降施行する

内容でございます。職員の勤勉手当の支給率を0.05月分引き下げ、0.900月分から0.85月分

とし、再任用職員の勤勉手当の支給率を0.02月分引き下げ、0.425月分から0.400月分とす

るものでございます。 

 勤勉手当につきまして、表をもって説明をさせていただきます。下の再任用以外の職員

の表をごらん願います。初めに、第１条関係ですが、12月勤勉手当、現行0.800月分が平成

28年度0.900月分となり、12月期計で現行2.175月分から平成28年度2.275月分、合計で現行

4.200月から28年度4.300月となるものでございます。 

 次に、２条関係でございますが、12月期勤勉手当、平成28年度0.900月から平成29年度以

降0.85月となり、６月期勤勉手当、平成28年度0.800月から29年度以降0.85月となるもので

ございます。このことにつきましては、平成28年度の勤勉手当の支給率0.10月引き上げ分

を平成29年度以降は６月期で0.05月引き上げ、12月期分を0.05引き下げるものでございま

す。合計につきましては、平成28年度4.300月、29年度以降4.300月ということになり、支

給率は同じでございます。 

 再任用職員の表につきましては、説明を省略させていただきますが、再任用以外の職員

と同様に改正するものでございます。 

 次に、７ページをごらん願います。扶養手当の額についてでございます。平成29年度か

ら段階的に配偶者に係る手当額を他の扶養親族に係る手当額と同額まで減額し、子供に係

る手当額を引き上げるものでございます。表をごらん願いたいと思います。配偶者、現行

１万3,000円を平成29年度１万円、平成30年度以降6,500円に改正されるものでございます。

満15歳未満の子供でございますが、配偶者ありが現行6,500円から平成29年度8,000円、平

成30年度以降１万円、配偶者なしにつきましては現行１万1,000円を平成29年度１万円、平

成30年度以降１万円に改正されるものでございます。満15歳以上22歳未満の子供につきま

しては、配偶者ありが現行１万1,500円から平成29年度１万3,000円、平成30年度以降１万

5,000円、配偶者なしにつきましては現行１万6,000円から平成29年度１万5,000円、平成

30年度以降１万5,000円に改正されるものでございます。次に、父母等でございますが、配

偶者ありが現行6,500円で平成29年度6,500円、平成30年度以降6,500円ということで、配偶

者ありにつきましては変更がございません。配偶者なしにつきましては、現行１万1,000円
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を平成29年度9,000円、平成30年度以降6,500円とするものでございます。 

 次に、３の施行期日でございます。（１）、この条例は、公布の日から施行する。ただし、

第２条及び附則第３条の規定は、平成29年４月１日から施行するものでございます。 

 （２）、第１条の規定による行政職給料表の改正の規定は平成28年４月１日から適用する

ものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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91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９２号 

〇田村議長 日程第12、議案第92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。 

〇大山総務課長 議案書の30ページをごらん願います。議案第92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28年11月24日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。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。 

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

って説明をさせていただきます。 

 説明資料の18ページをごらん願います。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説明資料。 

 １、改正の趣旨でございます。町議会議員の期末手当について、職員の期末、勤勉手当

の支給月数と同様に改正するものでございます。 
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 ２、改正の内容でございます。（１）、第１条関係でございます。このことにつきまして

は、平成28年度施行分に関する分でございます。期末手当12月期の支給率を0.10月分引き

上げ、2.17月分から2.275月分とするものでございます。 

 （２）、第２条関係でございます。第２条関係につきましては、平成29年度以降の施行に

係る分でございます。期末手当６月期の支給率を0.05月分引き上げ、2.025月分から2.075月

分とし、12月期支給率を0.05月分引き下げ、2.275月分から2.225月分とするものでござい

ます。表に記載してございますが、期末手当の支給月数、計では現行4.200月分、平成28年

度4.300月、29年度以降4.300月となるもので、28年、29年以降については同率となるもの

でございます。 

 ３、施行期日、第１条の規定は平成28年12月１日から、第２条の規定は平成29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92号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１３ 議案第９３号 

〇田村議長 日程第13、議案第93号 浦幌町特別職の職員の給与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。 

〇大山総務課長 議案書の32ページをごらん願います。議案第93号 浦幌町特別職の職員

の給与等に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町特別職の職員の給与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28年11月24日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正

する条例。 

 本条例の改正の条文につきましては、条文の朗読を省略させていただき、説明資料をも
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って説明させていただきます。 

 説明20ページをごらん願います。浦幌町特別職の職員の給与等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。特別職の期末手当について、職員の期末、勤勉手当の支

給月数と同様に改正するものでございます。なお、教育長の期末手当につきましても、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第４条におい

て、教育長の期末手当の額は浦幌町特別職の職員の給与等に関する条例の例によると規定

されていることから、同様に改正されるものでございます。 

 ２、改正の内容でございます。（１）、第１条関係でございます。第１条関係につきまし

ては、平成28年度施行に係る分でございます。期末手当12月期の支給率を0.10月引き上げ、

2.175月から2.275月分とするものでございます。 

 （２）、第２条関係でございます。第２条関係につきましては、平成29年度以降の施行に

伴うものでございます。期末手当６月期の支給率を0.05月分引き上げ、2.025月分から

2.075月分とし、12月期の支給率を0.05月分引き下げ、2.275月分から2.225月分とするもの

でございます。表をごらん願いたいと思いますけれども、期末手当の計でございますが、

現行につきましては4.200月、平成28年度につきましては4.300月、平成29年度以降につき

ましては4.300月となるものでございます。 

 ３、施行期日でございます。第１条の規定は平成28年12月１日から、第２条の規定は平

成29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93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９４号 

〇田村議長 日程第14、議案第94号 平成28年度浦幌町一般会計補正予算を議題といたし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。 
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 総務課長。 

〇大山総務課長 別冊の議案書をごらん願います。議案第94号 平成28年度浦幌町一般会

計補正予算。 

 平成28年度浦幌町の一般会計補正予算（第10回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ624万1,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ66億2,442万6,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成28年11月24日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては、説明を省略

させていただきます。 

 次に、５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。 

 次に、７ページをごらん願います。今回の補正予算につきましては、本日議決を賜りま

した人件費並びに賠償金の内容が主なものでございます。人件費にかかわります目の説明

については、説明を省略させていただきます。なお、今回の改正に伴います給料、手当に

つきましては、一般会計及び８特別会計合わせまして588万8,000円となります。合わせま

して、報酬等を含めますと608万4,000円となるものでございます。 

 では、７ページをごらん願います。２、歳入、17款繰入金、２項１目基金繰入金624万

1,000円を追加し、４億1,197万円、財政調整基金からの繰り入れでございます。 

 次のページをごらん願います。３、歳出、１款１項１目議会費26万4,000円を追加し、

7,741万9,000円。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費95万1,000円を追加し、３億4,404万

6,000円。 

 ７目企画費20万円を追加し、１億137万8,000円、このことにつきましては報告第８号、

専決処分の報告をさせていただいた損害賠償額を追加する内容でございます。 

 ８目支所費５万5,000円を追加し、1,960万5,000円。 

 ２項徴税費、１目税務総務費18万3,000円を追加し、2,880万8,000円。 

 ３項１目戸籍住民登録費12万5,000円を追加し、1,854万7,000円。 

 ５項統計調査費、１目統計調査総務費５万9,000円を追加し、1,345万4,000円。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費40万7,000円を追加し、３億4,782万

円。 

 ７目後期高齢者医療費４万1,000円を追加し、１億1,295万9,000円。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費４万1,000円を追加し、1,481万円。 

 ３目認可保育園運営費28万1,000円を追加し、8,265万3,000円。 
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 次のページをごらん願います。４目へき地保育所運営費10万6,000円を追加し、3,330万

8,000円。 

 ６目子ども発達支援センター運営費７万6,000円を追加し、1,822万2,000円。 

 ８目子育て支援センター費５万6,000円を追加し、1,761万3,000円。 

 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費26万4,000円を追加し、１億7,006万6,000円。 

 ３目老人ホーム費40万1,000円を追加し、１億8,142万8,000円。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費40万円を追加し、２億2,981万7,000円。 

 ３目環境衛生費３万4,000円を追加し、4,242万円。 

 ５目医療対策費47万4,000円を追加し、9,638万6,000円。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費10万4,000円を追加し、3,562万

8,000円。 

 ２目農業総務費25万5,000円を追加し、4,382万2,000円。 

 ９目地籍調査費４万8,000円を追加し、4,326万9,000円。 

 ２項林業費、１目林業総務費７万9,000円を追加し、2,409万3,000円。 

 ７款１項商工費、１目商工振興費７万6,000円を追加し、１億8,548万8,000円。 

 次のページをごらん願います。８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費12万3,000円

を追加し、2,502万5,000円。 

 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費17万2,000円を追加し、6,752万円。 

 ４項都市計画費、２目公共下水道費４万円を追加し、１億7,785万3,000円。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費７万5,000円を追加し、１億618万2,000円。 

 10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費16万8,000円を追加し、6,356万4,000円。 

 ２項小学校費、１目学校管理費１万6,000円を追加し、7,368万2,000円。 

 ３項中学校費、４目スクールバス管理費４万4,000円を追加し、6,814万5,000円。 

 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費17万6,000円を追加し、6,153万円。 

 ５項社会教育費、１目社会教育総務費20万6,000円を追加し、4,716万1,000円。 

 次のページをごらん願います。７目図書館管理費８万8,000円を追加し、3,732万4,000円。 

 ６項保健体育費、１目社会体育総務費６万3,000円を追加し、1,397万8,000円。 

 ３目給食センター管理費９万円を追加し、9,968万2,000円。 

 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94号を採決いたします。 
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 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１５ 議案第９５号 

〇田村議長 日程第15、議案第95号 平成28年度浦幌町町有林野特別会計補正予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、議案の15ページをごらん願います。議案第95号 平成28年度

浦幌町町有林野特別会計補正予算。 

 平成28年度浦幌町の町有林野特別会計補正予算（第１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４万3,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ２億436万8,000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28年11月24日提出、浦幌町長。 

 16ページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては、説明を省略さ

せていただきます。 

 次に、17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。 

 このたびの補正につきましては、一般会計補正予算と同様、人件費に関する補正でござ

います。 

 18ページをごらんください。２、歳入、３款繰入金、２項１目基金繰入金４万3,000円を

追加し、4,988万7,000円でございます。 

 ３、歳出、１款１項１目財産管理費４万3,000円を追加し、1,772万5,000円でございます。 

 以上で補正予算の説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 
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 これより議案第95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９６号 

〇田村議長 日程第16、議案第96号 平成28年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予

算を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 議案書19ページをごらん願います。議案第96号 平成28年度浦幌町国民

健康保険事業特別会計補正予算。 

 平成28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に歳入歳出それぞれ11万9,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ９億6,131万円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成28年11月24日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに21ページの歳入歳出補

正予算事項別明細書、１、総括につきましては、省略をさせていただきます。 

 このたびの補正予算の内容につきましては、人事院勧告、給与改定に伴う人件費の追加

内容でございます。 

 22ページをごらん願います。２、歳入、８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金11万9,000円を追加し、7,690万9,000円、繰入金の追加でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費11万9,000円を追加し、2,741万

4,000円。 

 いずれも人件費の追加内容でございます。 

 以上で議案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96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９７号 

〇田村議長 日程第17、議案第97号 平成28年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 議案書23ページをごらん願います。議案第97号 平成28年度浦幌町後期

高齢者医療特別会計補正予算。 

 平成28年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計補正予算（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４万1,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ8,354万7,000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28年11月24日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに25ページの歳入歳出補

正予算事項別明細書、１、総括につきましては、省略をさせていただきます。 

 このたびの補正予算の内容につきましては、人事院勧告、給与改定に伴う人件費の追加

内容でございます。 

 26ページをごらん願います。２、歳入、２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金４万1,000円を追加し、3,817万1,000円。繰入金の追加でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費４万1,000円を追加し、1,048万

円、人件費の追加内容でございます。 

 以上で議案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97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９８号 

〇田村議長 日程第18、議案第98号 平成28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。 

〇山本町民課長 議案書27ページをごらん願います。議案第98号 平成28年度浦幌町介護

保険特別会計補正予算。 

 平成28年度浦幌町の介護保険特別会計補正予算（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に歳入歳出それぞれ26万4,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ６億9,164万9,000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28年11月24日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに29ページの歳入歳出補

正予算事項別明細書、１、総括につきましては、省略をさせていただきます。 

 このたびの補正予算の内容につきましては、人事院勧告、給与改定に伴う人件費の追加

内容でございます。 

 30ページをごらん願います。２、歳入、６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金26万4,000円を追加し、１億1,717万7,000円、いずれも繰入金の追加でございます。 

 31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

12万6,000円を追加し、1,378万5,000円。 

 ４款地域支援事業費、２項包括的支援事業費、１目地域包括支援センター運営事業費９

万7,000円を追加し、1,845万7,000円。 

 ３目認知症総合支援事業費４万1,000円を追加し、533万3,000円。 

 いずれの科目も人件費の追加内容でございます。 

 以上で議案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いたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第98号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１９ 議案第９９号 

〇田村議長 日程第19、議案第99号 平成28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。 

〇菅原診療所事務長 32ページをごらん願います。議案第99号 平成28年度浦幌町浦幌町

立診療所特別会計補正予算。 

 平成28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に歳入歳出それぞれ47万4,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ２億8,249万8,000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28年11月24日提出、浦幌町長。 

 33ページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに次のページの歳入歳出補

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

 35ページをごらん願います。今回の補正予算は、人事院勧告、給与改定に伴います人件

費の追加補正の内容でございます。 

 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47万4,000円を追加し、

7,650万3,000円、一般会計からの繰入金の追加でございます。 

 ３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費７万7,000円を追加し、4,977万6,000円。 

 ２目医業費39万7,000円を追加し、２億3,236万7,000円。 

 いずれも人件費の追加でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第99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１００号 

〇田村議長 日程第20、議案第100号 平成28年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 それでは、36ページをお開き願います。議案第100号 平成28年度浦幌町

公共下水道特別会計補正予算。 

 平成28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に歳入歳出それぞれ４万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ２億9,102万3,000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28年11月24日提出、浦幌町長。 

 37ページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに38ページ、歳入歳出補正

予算事項別明細書の１、総括につきましては、説明を省略させていただきます。 

 39ページをごらん願います。２、歳入、５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金４万円を追加し、１億7,785万3,000円。 

 ３、歳出、２款事業費、１項１目下水道建設費４万円を追加し、6,371万4,000円、この

たびの補正につきましては、人事院勧告に伴います給与の改正に係る人件費の追加でござ

います。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 
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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100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１０１号 

〇田村議長 日程第21、議案第101号 平成28年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算を

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 議案書40ページをごらん願います。議案第101号 平成28年度浦幌町個別

排水処理特別会計補正予算。 

 平成28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に歳入歳出それぞれ３万4,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ5,408万5,000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。 

 平成28年11月24日提出、浦幌町長。 

 41ページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに42ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書

の１、総括につきましては、説明を省略させていただきます。 

 43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３万4,000円を追加し、2,536万3,000円。 

 ３、歳出、１款総務費、２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費３万4,000円を追

加し、1,937万4,000円、こちらにつきましても人事院勧告に伴います給与の改正に係る人

件費の追加でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 
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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101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１０２号 

〇田村議長 日程第22、議案第102号 平成28年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 議案書の44ページをごらん願います。議案第102号 平成28年度浦幌町簡

易水道特別会計補正予算。 

 平成28年度浦幌町の簡易水道特別会計補正予算（第４回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ14万2,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ４億1,910万7,000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28年11月24日提出、浦幌町長。 

 45ページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに46ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書

の１、総括につきましては、説明を省略させていただきます。 

 47ページをごらん願います。２、歳入、３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金14万2,000円を追加し、１億5,786万2,000円。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費14万2,000円を追加し、3,589万

9,000円。 

 今回の補正につきましては、人事院勧告に伴います給与の改正に係る人件費の追加でご

ざいます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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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102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。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇田村議長 以上で本臨時会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。 

 これをもって会議を閉じます。 

 平成28年第４回浦幌町議会臨時会を閉会いたします。 

閉会 午前１１時１８分 

 


