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平成２５年第１回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

平成２５年３月１１日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 ４時２６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 平成２５年度町政執行方針 

 日程第 ７ 平成２５年度教育行政執行方針 

 日程第 ８ 議案第 ３号 浦幌町暴力団排除条例の制定について 

 日程第 ９ 議案第 ４号 浦幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運 

              営に関する条例の制定について 

 日程第１０ 議案第 ５号 浦幌町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設 

              備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る 

              介護予防のための効果的な支援の方法に関する条例の制定 

              について 

 日程第１１ 議案第 ６号 浦幌町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について 

 日程第１２ 議案第 ７号 浦幌町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定につ 

              いて 

 日程第１３ 議案第 ８号 浦幌町準用河川管理施設等の構造に関する条例の制定につ 

              いて 

 日程第１４ 議案第 ９号 地域主権一括法の制定に伴う関係条例の整理に関する条例 

              について 

 日程第１５ 議案第１０号 東十勝介護認定審査会共同設置規約の変更について 

 日程第１６ 議案第１１号 平成２４年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第１７ 議案第１２号 平成２４年度浦幌町町有林野特別会計補正予算 

 日程第１８ 議案第１３号 平成２４年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算 

 日程第１９ 議案第１４号 平成２４年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第２０ 議案第１５号 平成２４年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算 

 日程第２１ 議案第１６号 平成２４年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算 

 日程第２２ 議案第１７号 平成２４年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算 
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 日程第２３ 議案第１８号 平成２４年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 

〇出席議員（１３名） 

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

    ３番  安  藤  忠  司     ４番  中  尾  光  昭 

    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    １２番  野  村  俊  博 

   １３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   門  馬  孝  敬 

 

    町 部 局 

     総 務 課 長   鈴  木  宏  昌 

     まちづくり政策課長   大  山  則  幸 

          町 民 課 長      小 路 谷  守  昌 

     保健福祉課長   横  田  孝  志 

          産 業 課 長      亀  山     昇 

     施 設 課 長   新  川  寿  雄 

     上浦幌支所長   佐  藤  勇  人 

     会計管理者   永  澤  厚  志 

          診療所事務長      菅  原     敏 

 

    教育委員会 

     教育委員長   松  田  泰  一 

          教  育  長      久  門  好  行 

     教 育 次 長   山  本  輝  男 

 

    農業委員会 

     会    長   山  本  和  義 
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          事 務 局 長      賀  下  利  幸 

 

    監 査 委 員 

     代表監査委員   神  谷  敏  昭 

 

〇出席議会事務局職員 

     局    長   前  田     勇 

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

    ◎開会の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は13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25年第１回浦幌町議会

定例会を開会いたします。 

 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 直ちに本日の会議を開きます。 

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

します。 

 

    ◎議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 杉江委員長。 

〇杉江議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。 

 平成25年第１回浦幌町議会定例会の運営について３月４日午前、議会運営委員会を開催

いたしましたので、報告いたします。 

 委員会には正副議長と委員全員出席のもと、理事者の出席を求め、今定例会に提出され

る議案の説明を受け、日程及び運営について協議をいたしました。 

 本定例会には、平成25年度町政執行方針、同教育行政執行方針、一般議案８件、平成24年

度補正予算案８件、平成25年度予算案９件、同意案件２件、議長提出、発委２件、発議３

件、意見書等であります。一般質問は15日を予定しておりますので、通告は明12日午前12時

までにお願いをいたします。また、本定例会中の15日にはナイター議会を予定しておりま

すが、一般質問を実施することといたしましたので、理事者、職員の皆様にもご理解とご

協力をお願い申し上げます。以上の内容を踏まえ、会期は本日３月11日より21日までの11日

間でお願いいたします。本日は、諸般の報告、行政報告、平成25年度町政執行方針、同教

育行政執行方針に続き、一般議案の第３号から第10号まで８件、平成24年度補正予算案の

議案第11号から18号までの８件の審議を予定しておりますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

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

す。 

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

ようお願い申し上げまして、議会運営委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

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

 今期会議録の署名議員は、会議規則第125条の規定により、８番、杉江博議員、９番、河

内富喜議員を指名いたします。 

 

    ◎日程第３ 会期の決定 

〇田村議長 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りをいたします。本定例会の会期は、本日から３月21日までの11日間にしたいと思

いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から３月21日までの11日間と決定をいたしました。 

 

    ◎日程第４ 諸般の報告 

〇田村議長 日程第４、諸般の報告を事務局長より行わせます。 

〇前田議会事務局長 報告をいたします。 

 今期議会の説明員につきましては、平成25年２月25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25年２月15日から平成25年３月10日までの議長等の動静及び議長が決定した

議員の派遣結果報告並びに監査委員から提出のあった平成24年11月分から平成25年１月分

の現金出納検査報告につきましてはお手元に配付のとおりでありますので、ごらんおきを

願います。 

 次に、平成25年２月15日開会の第２回町議会臨時会で可決されましたＴＰＰ交渉参加を

行わないことを求める意見書につきましては、同日付で衆参両院議長、内閣総理大臣並び

に関係大臣に提出をいたしました。 

 以上で報告を終わります。 

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 行政報告をさせていただきます。 

 平成25年２月15日から平成25年３月10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。 

 ２のその他については、特別ございません。 

 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 平成２５年度町政執行方針 

〇田村議長 日程第６、平成25年度町政執行方針の説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 平成25年第１回町議会定例会の開会にあたり、町政執行方針を申し上げます。 

 東北地方を襲い未曽有の被害をもたらした東日本大震災から２年が過ぎ、時間が経過す

ると人々の思いが薄れていくと言われますが、痛ましい結果を忘れないことが被災者、そ

して被災地への思いであると信じるものであり、改めて哀悼の意を表するものであります。 

 本年は、浦幌町第３期まちづくり計画前期実施計画の中間年にあたり、そして浦幌町長

の重責を担わせて頂くこととなっての折り返しの年となりました。 

 浦幌町第３期まちづくり計画の着実な執行と町長としての使命の大きさと責任の重さに

さらに身を引き締め、町民との協働のまちづくりに向けた取組を果たすべく決意を新たに

しているところであります。 

 常に町民の目線に立ち第３期まちづくり計画に掲げております「みんなの知恵・世代を

超えて創るまち」を進め、協働のバイブルとなる「町民参加条例」による行政の責務を進

めることが本町のさらなる活性化につながり、夢と希望のもてるまちづくりを進めると確

信するものであります。 

 現在、日本が置かれている環境は内外において決して安定している状況にはなく、特に

ＴＰＰ問題は農業王国と称されている十勝には計り知れない打撃を与えると言われてお

り、市場原理主義的な自由経済における環境が進むことになると他の産業、行政サービス

にも想定できない影響が懸念されるものであります。 

 国政においては昨年、国民の選挙において政権が交代し、非常に大きな関心が寄せられ

ている中にあって地方交付税の減額措置を伴う平成25年度政府予算案が示されましたが、

地方交付税について国は従前から地方の固有財源と言ってきており、国の予算編成におけ

る財源措置としての交付税減額は懸念を感じざるを得ないところであります。とりわけ過

疎市町村において大きく財源を依存しており、その配分措置には不安要素が拭えない状況

でありますが、景気回復を最優先課題として取り組むとも言われており、その成果を期待

するものであります。 

 近年は、局所的な気象の変化がもたらす災害が日本国内各地で発生し、従前の対策では

対応しきれないような状況もあり、防災対策をさらに充実し、町民の皆様に少しでも多く

の安心安全な環境を整えてまいりたいと思うところであります。 

 自主財源に多くを望めない環境にあって、財政健全化を伴った本町の行政基盤をより強

固にするため、課題解決に向けて職員とともに柔軟に、かつ機敏に最大限の力をもって町

政執行に取り組んでまいる所存でございます。 

 平成25年第１回町議会定例会に予算をはじめ諸重要案件を上程し、ご審議を賜るにあた

り、町政執行に対する私の基本的な考え方と所信を申し上げ、議会議員の皆様並びに町民
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の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げる所存であります。 

 町政運営の基本として行政計画において最上位にある「浦幌町第３期まちづくり計画」

に基づき産業の振興から協働のまちづくりまでの全分野での計画執行と最重要課題であり

ます人口減少対策としての重点プロジェクトである「子どもを産み育てる環境の整備充実」

「雇用機会の新規創出」「居住環境の整備充実」をさらに継続して進めてまいります。 

 平成25年度政府予算案において地方交付税減額と公共投資増額措置が一対となっていま

すが、地方への公共投資分及び国直轄の公共投資に係って詳細が判明しておらず、町の平

成25年度予算編成、特に国庫補助に係る事業において時間的に対応が困難で今後、国の予

算成立を待って対応することも考えられますことをご理解賜りますようお願い申し上げる

次第であります。 

 このような状況の中、平成25年度予算においては行政の効率的運用と財政基盤強化を図

るため「財政の健全化」に努め、第３期まちづくり計画と町政執行の両輪をなす「行財政

改革プラン2011」による厳しい変革の時代に対応する行財政運営を基本に予算編成を行っ

たところであります。 

 一般会計予算は総額58億9,100万円で前年度当初予算比３億2,150万円5.8％増、８特別会

計を合わせた総額は88億2,501万円であり、前年度当初予算比４億3,625万円5.2％増となっ

ております。 

 一般会計歳入につきましては、町税収入が前年度当初予算比3.2％増の５億1,909万円を

見込み、歳入の大半を占める普通交付税は前年度当初予算比4.6％増の31億7,000万円、臨

時財政対策債は前年度当初予算比4.8％減の２億円を見込み、普通交付税に臨時財政対策債

を加えた実質的な普通交付税の総額は前年度当初予算比4.0％増の33億7,000万円を見込み

ました。 

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

当課長等から説明させますが、主要な施策について申し上げたいと存じます。 

 １の産業の振興につきましては、平成24年十勝管内農業協同組合取扱高の概算では過去

最高の2,630億円となり、商社系100億円程度を含めれば、初めて2,700億円台を突破したと

みられ、農業粗生産額3,000億円を掲げる十勝農業にとって、その達成に現実味を帯びてき

たものと考えております。 

 このような中で、農業情勢は、昨年末の政権交代によりこれまでの農業政策の見直しが

行われるなど、今後どのような施策が展開されるのか予断を許さないことから、その動向

を注視していかなければならないものと考えております。 

 特にＴＰＰ交渉参加問題については、自由民主党は先の衆議院議員総選挙において「『聖

域なき関税撤廃』を前提とした参加に反対」と選挙公約を掲げたものの、政権交代により

誕生した安倍首相は未だ参加の是非について態度を明確にしておらず、自由民主党内には

ＴＰＰ交渉参加に積極的な意見も多数あり、決して楽観できる状況ではありません。 

 農業をはじめ一次産業を基幹とする本町においては、ＴＰＰへの参加によって地域全体
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が崩壊する事態も想定されることから、先般、町内の多くの関係機関・団体のご協力を得

ながら町民を対象とした「ＴＰＰセミナー」を開催したところですが、今後とも町議会を

はじめ関係機関・団体とさらに連携を強め、引き続きＴＰＰ交渉参加絶対阻止に向けた活

動を継続してまいります。 

 ここ数年、天候不順により被害の発生が続いた畑作物は、５月上旬の大雨や収穫時期に

おける記録的な残暑の影響はあったものの、小麦は「きたほなみ」に全面作付転換して以

来、初めて収量・品質共に良好な出来となるなど全般的にはまずまずの作柄となりました。 

 本町の重要な畑作物の一つである馬鈴しょは、近年、ジャガイモシストセンチュウによ

る収穫量減の被害が十勝管内において拡大しており、本町においては現時点でジャガイモ

シストセンチュウの侵入は確認されておりませんが、侵入を未然に防ぐため関係機関が連

携してこの対策に取り組む「ジャガイモシストセンチュウ侵入防止対策事業」また、実需

者から要望の高い豆類の品種については、シストセンチュウによる被害が生産を不安定に

しているため、この対策として緑肥ヘイオーツの播種を奨励する「ダイズシストセンチュ

ウ・ネグサレセンチュウ密度低減対策事業」をそれぞれ平成25年度から３年間実施してま

いります。 

 農地基盤の根幹をなす生産基盤の整備につきましては、引き続き浦幌地区道営畑地帯総

合整備事業を推進するとともに、近年の長雨傾向に対処する町単独事業による明渠、暗渠

排水などの排水改良、土層改良などの圃場整備を進め、さらに圃場の透排水性を向上させ

る対策として「緊急農地排水不良改善対策事業」を引き続き実施してまいります。 

 また、新規事業として、合流地区畑地帯総合整備事業の平成26年度事業着手に向けて、

計画樹立委託業務を実施してまいります。 

 これらの取組が一助となって、昨年以上の豊穣の出来秋が迎えられますことを念願して

やまないところであります。 

 畜産につきましては、家畜排せつ物処理施設整備事業に対する受益者の負担軽減、乳牛

検定組合及び酪農ヘルパー事業について継続支援するとともに、良質粗飼料増産対策事業

による高位生産草地更新や飼料用とうもろこしの作付面積の拡大等による良質自給飼料の

確保や、昨年、第29回北海道肉用牛共進会に十勝代表として出陳した「ことこ号」が、未

経産の部最高位賞を受賞され、町内繁殖肉用牛の飼養技術が高いレベルにあることが証明

されましたが、優良肉用繁殖雌牛導入促進事業では優れた黒毛和種雌牛の導入支援をする

ことにより、引き続き肉用牛の資質向上と地域の肉用牛生産基盤の強化促進を図ってまい

ります。 

 高齢化や後継者不足など酪農家の減少による酪農生産基盤の維持確保が危惧される中、

安定的な生乳生産量を確保するため緊急対策として平成24年度から新たに実施している

「酪農生産基盤拡大緊急対策事業」及び「優良後継牛確保緊急対策事業」により、計画的

な経産牛の増頭と優良後継牛確保による、安定した生乳生産量の確保・拡大を図ってまい

ります。 



- 9 - 
 

 また、家畜伝染病のまん延が危惧されていることから、家畜伝染病自衛防疫推進事業に

対しても継続的に支援を実施してまいります。 

 昨年度から計画的に進めている模範牧場の施設整備については本年度、畜舎を新築する

とともに作業機械等を導入し、昨年建設したバンカーサイロを利用したサイレージでの栄

養価の高い自給飼料の供給と飼養環境の向上により育成牛の発育増進を図り、酪農家の生

産基盤の確保に努めるとともに哺育環境向上のため哺育舎の新築に向けた実施設計を実施

してまいります。 

 林業につきましては、昨年からの長引く円高により安価な輸入材との競合などから道産

木材の需要及び木材価格が低迷し、非常に厳しい状況が続いておりましたが、昨今の為替

状況において円高から円安に転じたことを受け、製材工場の受注が増加し始め、原木の集

出荷も活発な動きを見せ始めております。本町としましても、昨年の森林法改正により変

更を行った浦幌町森林整備計画に基づいた森林の整備を促進し、適切な管理を行うことに

より持続可能な森林づくりが必要と考えております。 

 本町の状況としましても伐期を迎えた人工林の主伐が進む中、情勢を的確に把握しなが

ら木材の安定した供給に努めることが重要と考えております。今後も植栽・下草刈・除伐

に対する町単独補助事業を継続して、健全な森林の育成のため普及啓発活動を関係機関と

連携し、森林の保全育成に欠かせない施業を適時・適切に実施してまいります。 

 漁業につきましては、３年連続で、本町の大宗漁業である秋さけ定置網漁につきまして

未曽有の不漁、他の魚種につきましても総体的な水揚げ高の低迷及び燃油高騰により、漁

業を取り巻く環境は非常に厳しい状況下にあります。 

 こうした中、沿岸漁業を支えるためには、資源管理型漁業の推進による水産資源の維持・

増大を図ることが重要であり、引き続きさけ増殖事業やマツカワ・クロソイ等の中間育成

事業に対し助成支援を実施するとともに、漁場の環境保全のため、様々な悪影響を及ぼし

ているヒトデの駆除対策事業においても同様に継続して助成支援をしてまいります。 

 また、厚内及び十勝太共同作業所の改修整備事業につきましては、施設の経年劣化及び

環境整備のため必要最小限の整備を行うとともに、北海道が事業主体として実施しており

ます厚内漁港の整備につきましても、着実な整備促進が図られるよう、今後とも政務活動

の中で継続的に要請してまいります。 

 商工業の振興施策につきましては、本年４月から中小企業振興条例に基づく町融資につ

いて、対象資金の追加や対象となる融資額の拡充及び融資期間の延長、また、利子補給額

及び保証料補給金の拡充を行うための予算を計上し、景気悪化に伴い経営困難に陥らない

よう国等の施策も活用しながら、地域経済の活性化に向けて、引き続き商工会との連携強

化を図りながら支援に努めてまいります。 

 また、消費税の増税が予定されていることにより地域における消費が落ち込むことが予

想されることから本年度、商工会がプレミアム商品券発行事業を実施することとしており

ますので、町としてその支援策を講じてまいります。 
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 観光の振興につきましては、森林公園、道の駅及び留真温泉を核として、それぞれの施

設において、指定管理者による創意工夫を助長し、さらにサービスの向上により利用者の

増加を図ってまいります。 

 なお、留真温泉への送迎バス運行については、町民の利用促進を図るため、市街地区及

び各地域方面からの送迎を引き続き行ってまいります。 

 道東自動車道の道央圏延伸により、道央圏などから十勝へ観光等を目的とした交流人口

の増加は顕著であり、インターチェンジを持つ本町としましても、管内関係機関で構成す

る協議会などを通じたオール十勝の取組である十勝管内のサービスエリア・パーキングエ

リアを活用した連携型情報発信を行うプロジェクトに参加し、本町への交流人口の拡大に

向けた取組を行ってまいります。 

 また、本町の貴重な観光資源のＰＲとして、森林公園、道の駅及び留真温泉を中心とし

た広告宣伝費を大幅に増額するとともに、特に留真温泉につきましては、国道38号線から

市街地を経由した誘引を図るために、案内看板を２基設置してまいります。 

 雇用対策につきましては、雇用環境が全国的に厳しい中で、町内における雇用機会の不

足が大きな問題となっており、町外企業の積極的な誘致や既存事業所への支援など、各種

産業振興施策を一体的に推進し、ハローワーク等関係機関との連携により、雇用機会の確

保及び雇用の促進に努めてまいります。 

 就労対策として「ふるさと東十勝通年雇用促進協議会」の計画に基づき資格の取得助成

など、通年雇用化へと導くための季節労働者救済対策事業を進めてまいります。 

 また、本年度より町内の中小企業に就業する従業員等の福利厚生の向上を図るため、一

般財団法人とかち勤労者共済センターへの加入を奨励し、この加入に係る経費を補助する

「中小企業勤労者福利厚生共済加入奨励補助金交付事業」を実施し、労働力の確保と定着

及び勤労意欲の向上に努めてまいります。 

 子育て支援・福祉・保健予防・医療対策におきましては、子育て支援については、重点

プロジェクトで申し上げたいと思います。 

 社会福祉、社会保障の向上及び増進につきましては、障害者自立支援法を基に各種障害

福祉サービスを提供しておりましたが、平成25年４月１日からは新たに「障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律」、いわゆる障害者総合支援法が施行される

ことに伴い、本町では第２期浦幌町地域福祉計画並びに第３期障がい福祉計画に基づき、

各種障害福祉サービスの向上を図ってまいりますとともに、各種福祉施策を含め国及び北

海道の動向を注視し、適時・適切に対応いたします。 

 児童福祉につきましては、次世代育成支援対策推進法に基づき策定した浦幌町次世代育

成支援後期行動計画及び浦幌町第３期まちづくり計画に基づき、今後におきましても各計

画に即した事業の推進に努めてまいります。 

 浦幌町児童デイサービスセンターくれよん広場につきましては、関係法令の一部改正に

伴い、「浦幌町子ども発達支援センター」と名称を変更して、従前と同様の療育の支援活動
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を継続してまいります。 

 児童虐待等につきましては、「浦幌町要保護児童対策地域協議会」において関係機関及び

団体等と密接な連携を図りながら、児童虐待のみならず各種児童相談に適切に対応してま

いります。 

 介護保険事業運営及び老人福祉サービスの提供につきましては、第５期浦幌町老人福祉

計画・介護保険事業計画に基づいた事業運営及びサービスの提供を行ってまいりますが、

年々利用者の増加傾向が予測されることから、より一層の介護予防対策に努め、介護サー

ビスの充実に努めてまいります。そのため、地域包括支援センターでは、引き続き高齢者

の健康と生活の様子や地域の支援の実態把握を民生委員協議会等関係機関との連携、協力

のもと全町的に実施し、高齢者ができる限り住み慣れた地域で自立した生活を送ることが

できる環境づくりに努めてまいります。 

 また、高齢者や障がい者を地域と町行政が協働して支え合う、「高齢者・障がい者見守り

ネットワーク事業」を展開し、社会的に孤立しやすい高齢者や障がい者の見守り体制を整

備してまいります。 

 保健予防につきましては、安心して出産し、子育てができるよう、妊婦健康診査の助成

や乳児一般健康診査の助成、任意予防接種の助成を行うとともに、子育てに必要な情報提

供及び母子の健康を支えるための妊婦訪問支援や、新生児・乳児訪問支援、乳幼児健診を

行ってまいります。 

 成人や高齢者の健康を守るために実施しております、特定健康診査や各がん検診につき

ましては、受診率向上を目指して、体制の整備と内容の充実を図り、医療機関等の関係機

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

 町立診療所の運営につきましては、昨年４月、榊原先生に新所長として着任をして頂き、

また前所長の菅原先生には月２回の診療をお手伝いして頂く体制が１年を経過するところ

であります。 

 医師確保が非常に難しい中、前所長の菅原先生にご協力を頂けることは感謝に堪えない

ところであります。 

 また、医療法人多田医院の小野寺悠太先生におかれましてもお父様同様に町立診療所の

業務にご協力を頂いている事、心から感謝申し上げる次第であります。 

 現在の町立診療所の施設は平成10年６月30日に竣工し、以来14年が経過したところであ

ります。 

 医療機器や設備においては、耐用年数を迎え老朽化や故障した際の部品の確保が難しく

なってきており、年次計画的な更新整備が必要となり、本年度において計画に基づき医療

機器の更新充実を図るものであります。 

 施設におきましては近年、夏場の高温化が続いており院内の冷房対策について急務とな

っており、エアコン設備の増設を実施してまいります。 

 診療体制におきましても菅原先生のご協力を頂き、月２回の午後診療から毎週水曜日の
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午後診療にして頂き、榊原所長には手術、入院病棟診療及び在宅医療等の充実を図る体制

にしてまいります。 

 引き続き本町に必要とされる医療スタイルを求め、町民の皆様に、より安心、より信頼

して頂ける診療所づくりに努めてまいります。 

 後期高齢者医療制度につきましては、介護保険・公的年金等と併せ、持続可能な社会保

障制度の確立のため国では、昨年より社会保障制度改革国民会議を設置し、現在その協議

がされているところです。国民会議での報告を受け、国の方針が決定されるまでは現行の

制度が継続となることから、引き続き後期高齢者医療制度のＰＲに努めてまいります。 

 国民健康保険事業につきましては、国民健康保険事業の「特定健康診査・特定保健指導」

について、第二期特定健診等実施計画に基づき、受診率向上のために該当となる被保険者

に対する受診の勧奨と「特定健康診査」にあっては集団及び個別での健診の促進、「特定保

健指導」にあっては動機付けの促進と積極的な支援にあたり、健診受け入れ医療機関との

調整を行い、より多くの方が最寄りの医療機関等で健診が受けられるように引き続き進め、

医療費適正化に向けた取組と併せて、持続的かつ安定的な国民健康保険事業特別会計の適

正で健全な運営の確保に努めてまいります。 

 また、30歳から65歳までの５歳刻みの節目で年齢を迎えられる被保険者を対象とした国

保人間ドック事業も継続して行い、若年層から総合的に健康診査を受ける習慣と生活習慣

病の早期発見及び早期治療に結び付けて総医療費の抑制に努めてまいります。 

 公衆浴場については、引き続き平成25年度から平成29年度までの５年間を指定管理者制

度による管理委託を行い、老朽化に伴う設備整備を実施し、指定管理者との連携を深め利

用者のサービス向上に努めてまいります。 

 教育・文化及びスポーツの振興につきましては、教育委員会と緊密な連携を図りながら

学校教育と社会教育が一体となった施策を展開し、人づくり、まちづくりを進めてまいり

ます。 

 児童生徒の安全・安心を確保するため、学校施設非構造部材耐震点検を全小中学校で実

施するほか、学校給食用食材の放射能検査の実施により食の安全・安心に十分に努めると

ともに、栄養教諭を各学校に派遣し、積極的に食育を推進してまいります。 

 各公民館を中心に地域の特性を生かした生涯学習を推進し、社会体育施設については、

指定管理者との連携を深め、利用者へのサービス向上や効果的・効率的な施設運営を行う

とともに、町民協働のまちづくりを目指して、今後とも社会体育関係団体の皆様のご理解、

ご協力をいただきながら、円滑な運営に努めてまいります。 

 環境対策につきましては、町内の住宅、事業所、店舗並びに農林漁業施設等を対象とし

た再生可能エネルギーの導入に対し補助金を交付している「太陽光発電システム導入補助

事業」並びに「木質ペレットストーブ導入支援補助事業」につきましては、本年度より町

内業者が施工した場合に、ハマナス商店会が発行する商品券を交付し、より一層の普及促

進を図ってまいります。 
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 ゴミの減量化や分別について一層推進し、不法投棄防止看板やゴミ捨て禁止看板等を設

置し環境美化に努め、町民意識の高揚と啓発を行いながら不法投棄パトロールを実施する

とともに、悪質な違法行為に対しては北海道警察と連携し厳しく対処してまいります。ゴ

ミ捨て禁止看板については、昨年度各小学校の協力により看板を作成し設置することがで

きました。本年度についても、「太陽への手紙事業」で町内各小学校の児童から「ゴミ捨て」

への多くの意見をいただいていることから、継続して小学生と協働で看板の制作に取り組

んでまいります。また、老朽化に伴い塵芥処理車１台を新規更新し、ごみ収集体制に影響

のないよう対応してまいります。 

 ペットの適正な飼育管理については、動物の飼い主としての責任を十分に自覚し、その

動物の本能、習性等を理解して適正に飼育していただくよう、啓発等を実施してまいりま

す。 

 快適な生活ができるまちづくりにおいて、地域公共交通体系の充実については、公共交

通空白地域や不便地域の解消による定住促進、高齢者や車を運転できない、いわゆる交通

弱者の移動手段の確保に加えて、公共交通を活用した中心市街地活性化などの検討を行う

ため、浦幌町生活交通ネットワーク計画協議会にて公共交通体系の現状分析、利用実態や

ニーズ調査、コミュニティバスの実証試験運行を実施し、地域の公共交通の確保、維持改

善に係る浦幌町生活交通ネットワーク計画の策定に取り組み、本町の実態に即した長期的

で持続可能な交通システムの構築を目指してまいります。 

 地域の活性化や住民生活の利便性、安全・安心を確保するための最も基本的なインフラ

である道路網としての町道整備につきましては、新規事業として、改良舗装工事１路線、

舗装工事１路線さらに、効果促進事業として橋梁長寿命化修繕計画の策定、継続事業とし

て２路線の改良舗装工事を実施するとともに、緊急度に応じて安全性を確保するために、

経済的かつ計画的な維持・補修を実施してまいります。 

 住宅施策につきましては、住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化計画に基づき「誰も

がいつまでも安心して生活できる住まいづくり」を基本理念として、老朽化の著しい公営

住宅について本年度も公営住宅買取事業による整備をしてまいります。 

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

助を合わせて行ってまいります。 

 公共下水道につきましては、平成２年３月に浦幌終末処理場が供用開始して以来、適正

な維持管理に努めてまいりましたが、標準的耐用年数が経過している機器等もあり、老朽

化に伴い、機能維持が困難な機器及び設備等の更新を浦幌町公共下水道長寿命化計画に基

づき実施してまいります。 

 また、個別排水処理につきましては、平成９年度から合併処理浄化槽の整備を進め、そ

の維持管理に努めているところですが、本年度も新たな設置を予定しております。 

 簡易水道につきましては、給水区域の拡張整備として、宝生高台地区の年度内完了に向

けた、配水管新設工事及び下浦幌地区道営営農用水事業による配水管路工事を継続して実
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施するとともに、十勝太地区の一部配水管の新設工事及び厚内地区計装設備の更新工事を

行い、水道水の今後さらなる安定供給を図ってまいります。 

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

ける復旧、公共事業の円滑な実施等を目的に行っています。平成５年度に着手以来20年が

経過し、進捗率は45.1％でありますが、本年度は事業継続地区として、帯富の一部地区

9.14ｋｍ２について実施してまいります。 

 交通安全及び防犯運動の推進につきましては、昨年、北海道は交通事故死者数が一昨年

の６位から２位、前年対比で10名の増加となりました。本町においては交通事故死者ゼロ

を更新しておりますが、交通事故防止に向け今後においても交通指導員による安全指導等

のご協力のもと町民の皆様とともに交通安全の推進に取り組んでまいります。 

 社会の進展とともに多様化する犯罪が多発する現代にあって、防犯指導員の巡回等のご

協力と、北海道警察との連携を密に事故や犯罪のない明るい町の実現に努めてまいります。 

 また、町民や事業者、北海道警察等と町が連携して暴力団排除に取り組んでいくため、

基本理念や暴力団排除の推進に必要な事項を定めた「浦幌町暴力団排除条例」を制定し、

町民の安全で平穏な生活を確保して、地域社会経済の健全な発展に努めてまいります。 

 消費者対策につきましては、消費者を取り巻く生活環境が複雑かつ多様化する中で、全

国的に振込め詐欺や悪徳商法等の被害があとを絶たない状況にあります。こうした被害か

ら町民を守るため、今後も浦幌消費者協会、北海道警察との連携を図りながら消費者への

情報提供や啓発活動等、各種消費者対策を推進し、被害等の未然防止に努めてまいります。 

 防災・消防・救急体制の充実につきましては、東日本大震災から２年が経過し、その災

害の大きさを改めて意識するとともに津波や風水害等による災害から町民の生命、財産を

守るため、安心して暮らせる防災対策の充実が緊急かつ重要ととらえ、昨年度は関係機関

のご理解とご協力を賜り防災事業の軸である地域防災計画の改訂を行い、対策事業として

沿岸地域を中心とした防災行政無線等の整備や地区住民の皆様とともに津波避難計画の策

定を進め、さらには新たなハザードマップの作成を行い近く町民、皆様にお届けすること

となるものであります。 

 平成25年度においては、津波避難対策として避難路及び避難場所等による避難訓練の実

施に向け町民との協議を進め、さらには自主防災組織の必要性について地区住民との対話

を行い、防災知識の普及を図ってまいりたいと考えております。 

 避難所に係る整備について浜厚内生活館裏の避難所造成及び道路新設の整備を実施して

まいりますが、避難計画が本年３月に策定となったため各避難所へ通じる避難路の補強対

策について、町道に係り本予算への計上は困難であり、今後、早急に補強対策を精査積算

した後、次期町議会に改めて関連予算をご提案申し上げたくご理解を賜るようお願いいた

すところであります。 

 また避難路において一部、国道、道道を指定利用するとしており道路管理者が国、北海

道であることから避難路確保についての対策に係り、それぞれ強く要請してまいります。 
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 町民の生命・身体・財産を守ることを最大の使命とした消防・救急業務につきましては、

体制の充実強化を図るため、年々その整備を進めてきているところであります。 

 平成28年５月31日から施行される電波法の改正に伴い、消防救急無線におけるデジタル

化移行に向けた充実強化を図るため昨年度、実施した基本設計に引き続き、実施設計を行

うこととし、帯広市に委託をして進めてまいります。 

 消防団の活性化につきましては、消防団員としての資質向上と士気高揚を図るとともに、

町内各分団における消防演習を行い、町民と一体となった防火の普及に努めてまいります。 

 救急体制につきましては、高規格救急自動車において更新を行い救急業務における高い

環境を保持してまいります。 

 近年の高齢化を背景に救急要請が増加する傾向にある中で救急活動における救急隊員の

技術向上が求められており、さらなる救急業務体制の確立を図るため、救急救命士の就業

前教育を始めとして、気管挿管・薬剤投与・生涯教育等の講習への派遣を進め、救急隊員

の資質向上を図ってまいります。 

 定住・移住・交流人口の拡大対策につきましては、民間サイドにおける「うらほろ子ど

も食のプロジェクト」が中心となり、町内の農林漁家で大阪方面など都会からの修学旅行

や北海道教育大学の学生等の受け入れが行われており、今年も道内外から多くの学生が本

町の恵まれた自然環境の中で農林漁家での民泊体験を行う予定となっており、こうした交

流人口拡大の取組との連携を図ってまいります。 

 また、民間と協働で進めてきた「うらほろスタイル推進事業」は、町内小中学校の協力

による「地域への愛着を育む事業」、町民有志のワークショップによる「子どもの想い実現

事業」、うらほろ子ども食のプロジェクト協力による町内小学生の農林漁家民泊体験を中心

とした「農村つながり体験事業」を３本の柱として本町の子どもたちを核としたふるさと

づくりの取り組みを進めてきました。事業の実施から５年が経過し、これまでの取組によ

って子どもたちが浦幌町の魅力に触れ、地域への愛着や誇りが芽生え、ふるさとの意識が

生まれ始めましたが、その子どもが大人になり定住を考えた時に働く場所がないという現

実に直面するなど新たな課題も見えてきました。この問題の解決に向け、若者の雇用の場

づくり「若者のしごと創造事業」を新たな柱に加え、その方策を探るための事業展開を計

画しており、町としても雇用の場の創造は重要課題と考えており引き続き支援してまいり

ます。 

 平成24年度から実施した移住体験住宅における、「ちょっと暮らし」体験移住を通して本

町の魅力や生活環境を体験していただきながら町民との交流を図るため、体験希望者等へ

の総合案内業務や管理運営業務の委託を実施し、さらに魅力ある体験住宅として充実を図

ってまいります。 

 さらに本年度は、総務省が実施している「地域おこし協力隊」制度を活用して、都市圏

からの人材を受け入れ、一定期間以上、町内の各種産業に従事しながら地域協力活動を通

じて、定住・定着を図ってまいります。 
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 情報発信ツールとしての町ホームページについては、町内はもとより全国各地からアク

セスされる魅力あるホームページづくりに努めてまいりますとともに町ホームページ広告

掲載事業を実施し、浦幌町の民間事業者等の広告の機会を拡大し地域経済活動の活性化を

図るとともに町内外への情報発信に努めてまいります。 

 納税意識の普及につきましては、町の貴重な財源であります各種債権については、負担

の公平性・公正性の原則堅持から滞納者に対しましては、納付相談や必要に応じ臨戸徴収

の実施、町税にあっては、「十勝市町村税滞納整理機構」の活用と「インターネット公売」

の利用による滞納処分をさらに進めてまいります。また、「コンビニ収納」及び「クレジッ

ト収納」、さらにゆうちょ銀行での納付が可能となり、納付環境の拡大による利便性を活用

していただき収納率の向上に努めてまいります。 

 協働のまちづくりについてですが、地方分権が進み、地域のことは地域で考えるという

「自己判断・自己責任」のもと、町民の意思に基づき、地域の特性を生かした自主的・主

体的なまちづくりを進めていくことが求められています。 

 本町では平成24年４月１日施行の「町民参加条例」により協働のまちづくりを目指して

おります。 

 協働のまちづくりを進めていくためには、行政情報について町民との共有が第一義であ

り、そのためにいかに町民に行政情報をお届けし、理解して頂くかが重要であります。「広

報誌」、「ホームページ」、「行政情報携帯メルマガ発信」等の情報提供媒体の充実を図ると

ともに、昨年度から職員が行政情報について直接、各地域に出向く「まちづくり出張説明

会」を引き続き実施し、より多くの町民がまちづくりに参加できる機会の充実を図り、情

報の共有に努めてまいります。 

 町民の意向を尊重し、町民満足度の高いまちづくりを進めるため、「町民アンケート」を

引き続き実施し、町民ニーズの把握に努め、さらには町民からのまちづくりに関する事業

についての意見を広く聴き、公益事業としての実現性について検討してまいります。 

 町内小学６年生を対象にした「太陽への手紙事業」について、子供の目から見たまちづ

くりに関しての意見を聞くため、直接、各小学校に出向き児童との懇談を行っております

が、学校現場において授業時間の確保等、可能であれば引き続き実施してまいります。 

 協働のまちづくりを進めていく中で今後、益々町民が公益事業に携わる機会が多くなる

ことと思いますが、全町民を対象とした社会活動総合補償保険制度を引き続き実施すると

ともに、公用車を行政区や町民団体等が行う公益的な活動の実施に際する、「公用車の無償

貸出し」制度を引き続き実施してまいります。 

 第３期まちづくり計画重点プロジェクトでありますが、プロジェクト１の「子どもを産

み育てる環境の整備」では、「特別保育の充実」において、しらかば保育園における一時保

育につきまして、就労形態の多様化に伴う短時間勤務や専業主婦家庭の育児疲れの解消、

里帰り出産等保育を必要とする満６か月児から就学前児童の受け入れを継続して実施し、

子育て支援の推進を図ってまいります。 
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 引き続き保育園・幼稚園の第３子以降の通常保育料の無料化及び同時入園にかかわらず、

第２子に係る保育園・幼稚園の通常保育料を半額とし、保護者の負担軽減を図ってまいり

ます。 

 また、浦幌町子育て支援センターにおいて、地域ぐるみで子育てを支援する仕組みを構

築するところの浦幌町ファミリーサポート事業を実施してまいります。 

 放課後児童健全育成事業としての学童保育所における、子育て支援を通じて働く親の利

便性を向上させ、未来を担う子どもたちを安心して育てられる環境づくりに引き続き取り

組んでまいります。 

 プロジェクト２の「雇用機会の創出」では、新たな雇用の創出や地域産業の活性化を促

進するための浦幌町地域産業活性化補助金、新規就農者に対する誘致支援のための新規就

農者営農促進補助金、そして企業への雇用対策を図るための浦幌町雇用促進事業補助金に

よる支援、また、「地場工業振興条例」及び「企業誘致促進条例」における助成措置による

支援の継続を行ってまいります。 

 プロジェクト３の「居住環境の整備充実」では、全国、とりわけ過疎市町村において定

住・移住対策は喫緊の課題となっております。人口の減少は、町民生活の活力の低下を招

くばかりでなく、地域経済や財政にも大きな影響を及ぼす地域の深刻な課題であります。

人口の流出・減少を抑制し、定住促進を図る施策として、先にも述べましたが、「移住体験

住宅」や「地域おこし協力隊」制度の活用を図るとともに、住宅建設・購入に対する支援

措置としての住宅建設等補助を継続してまいります。 

 以上、町政執行につきまして私の基本的な考え方を申し上げましたが、これまでも申し

上げてきておりますように、町民の皆様との積極的な対話を最も基本的な姿勢とし、そし

て職員との共通認識のもと行政改革に取り組み、財政健全化に努めながら、この浦幌に住

む人、住んでみたい人が「住みたいまち」「住んで良かった」となるよう一人ひとりの創造

する力、行動する力をもって町民とともに歩む協働のまちづくりを進めたいと考えており、

あらゆる機会を通じて町民の皆様に情報をお伝えした中で情報を共有し、町政執行にあた

っていきたいと考えております。 

 町議会をはじめ町民の皆様の深いご理解とご協力を重ねてお願い申し上げ、町政執行方

針とさせていただきます。 

 終わります。 

〇田村議長 以上で町政執行方針を終わります。 

 

    ◎日程第７ 平成２５年度教育行政執行方針 

〇田村議長 日程第７、平成25年度教育行政執行方針の説明を求めます。 

 松田教育委員長。 

〇松田教育委員長 平成25年第１回浦幌町議会定例会の開会にあたり、浦幌町教育委員会

の所管行政の執行に関する主要な方針について申し上げます。 
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 今日、社会を取り巻く環境は大きく変化し、国際化・情報化や少子高齢化の進展、東日

本大震災の復興、学力低下やいじめ問題など多くの課題に対し、主体的に貢献できる人間

の育成が求められています。 

 こうした中、平成22年11月に制定した「浦幌町教育の日」推進を中心に据え、家庭、学

校、地域がそれぞれの特色や独自性を生かしながら、学校教育と社会教育が一体となった

学社融合の施策を展開し、人づくり、まちづくりを進めてまいります。 

 Ⅰ、学校教育。 

 新学習指導要領の趣旨に基づき、児童生徒に知・徳・体の調和の取れた「生きる力」を

育むため、「魅力ある学校づくり」など６点について申し上げます。 

 （１）魅力ある学校づくり。 

 地域社会に開かれた魅力ある学校づくりを推進するため、学校評議員や保護者、地域住

民の相互の意思疎通や協力関係を深めながら学校評価の結果を公表し、学校改善に努めて

まいります。 

 また、幼稚園・保育所、小学校、中学校との連携を深め、目指す子どもの姿を共有し、

「学び」と「育ち」の連続性を確保するため、小中一貫教育の調査・研究を進めるととも

に、本年２月に設置した「浦幌町小中一貫教育推進委員会」において義務教育段階の一貫

性・連続性のある学習指導、生徒指導等の在り方や小・中学校合同行事等の実施について

検討し、一部試行してまいります。 

 さらに浦幌町教育研究所と連携しながら本町の実情に適した小中一貫教育の導入及び実

施手順についての調査・研究を進めるとともに「地域とともにある学校づくり」を進める

ため、コミュニティ・スクールの導入についても調査・研究してまいります。 

 （２）確かな学力。 

 北海道教育委員会では、本道の子どもたちの学力を平成26年度の全国調査までに「全国

平均以上にする」という具体的な目標を掲げ、授業改善と家庭学習を含めた望ましい生活

習慣の定着を車の両輪とした学力向上対策に全道を挙げ取り組んでいます。 

 児童生徒に最低限必要な学力を身に付けさせるために、保護者や地域の皆さんと危機意

識や課題認識を共有し、「浦幌町教育の日」を旗印に「早寝・早起き・朝ごはん（あいさつ・

ノーテレビデー）運動」や「小中一貫教育（コミュニティ・スクール）」に取り組み、学力

向上に正面から向き合いながら取組を充実してまいります。 

 また、「浦幌町学力向上改善プラン」に基づき、全教職員で学力の実態を分析し、チャレ

ンジテストの活用などを通して取組の成果がわかるよう具体的改善に努め、基礎・基本の

確実な定着に全力を尽くします。 

 さらに、浦幌町子どもの読書活動推進計画に基づく読書活動の推進に引き続き取り組み、

学校生活全体を通して読解力の向上を目指すとともに、教育研究所において作成した「浦

幌町家庭学習の手引き」を有効に活用し、放課後や長期休業期間中における学習サポート

のほか、学校における朝読書活動を進めてまいります。 
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 このほか、厚内小学校において、第１学年と第４学年の飛び複式学級が編制されること

から、児童の発達段階を考慮して町費負担臨時職員を配置してまいります。 

 特別支援教育においては、個別の教育支援計画の作成・活用に努めるとともに「特別支

援教育連携ネット」等の関係機関と連携した活動を継続して行うなど、就学指導体制及び

特別支援教育の充実・強化に努めてまいります。 

 （３）豊かな心。 

 子どもたちが、お互いに尊重し、共に支え合いながら社会の一員として成長していくた

めには、心身の健やかな発達を支えていくことが大切であります。 

 このため、道徳の時間を要とする道徳教育の充実により、子どもの発達段階に応じ、規

範意識や倫理観、生命を大切にする心や思いやりを育むとともに、ボランティア活動や自

然体験活動、集団宿泊活動など豊かな心やコミュニケーション能力を育成します。 

 小学５年生による農林漁家での宿泊体験学習を引き続き行い、社会性や豊かな人間性を

育んでまいります。 

 キャリア教育については、地域の人材の活用や商工会・地元企業・産業団体と連携し、

望ましい職業観や勤労観を身に付けるとともに、うらほろスタイルを創出する教育の「子

どもの想い実現事業」とも連動して、まちづくり構想を提案する力やふるさと浦幌を愛す

る心情を養ってまいります。 

 生徒指導については、いじめは、人間として絶対に許されない行為であり、どの子にも、

どの学校でも、どの学級でも起こり得るという認識のもと、小中一貫の指導体制を確立し、

いじめや不登校の未然防止、早期発見・早期対応に努めてまいります。 

 （４）健やかな体。 

 新体力テストの活用などにより、体力や運動能力の実態を把握し、運動に親しみながら、

体力や運動能力を向上させていくことができる取り組みを進めてまいります。 

 フッ化物洗口については、本年２月から町内全小学校で導入し、引き続き「北海道歯・

口腔の健康づくり8020推進条例」に基づいて、児童生徒の歯の健康状況等を把握しながら、

健康教育・むし歯予防対策として、給食後の歯磨きの励行、フッ化物洗口の取り組みを進

めてまいります。 

 学校給食については、食材の放射能検査の実施や衛生管理の徹底により食の安全・安心

に十分に努めていくとともに、地場産食材を活用した「浦幌みのり給食」を継続実施して

まいります。 

 また、児童生徒に食の自己管理能力や望ましい食習慣を身につけさせ、食を通して郷土

への理解を深めるため、栄養教諭を各学校に派遣し、積極的に食育を推進してまいります。 

 さらに、省エネルギーやリサイクルなど資源を大切にする教育や「もったいない運動」

を進めてまいります。 

 （５）資質の向上と組織の活性化。 

 教職員の資質向上を図るために、教育局の指導主事等を積極的に活用し、研修成果の積
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極的公開や各種研究会、教育研修センター講座などへの積極的参加に努めるとともに、教

職員ふるさと移動研修会を実施してまいります。 

 また、学校職員の資質能力の向上と学校の活性化に資するため、引き続き学校職員評価

制度による自己評価を行ってまいります。 

 教職員の服務規律の厳正な保持を目指し、教育公務員としてのモラルを高める研修を継

続的に行います。 

 （６）教育環境の整備。 

 児童生徒の安全・安心を確保するため、引き続き学校安全対策講習会の開催やシックハ

ウス対策として学校室内環境測定を行うほか、学校施設非構造部材耐震点検を全小中学校

で実施してまいります。 

 施設整備につきましては、浦幌小学校屋外遊具改修工事、上浦幌中学校屋内運動場床ラ

イン改修工事、上浦幌中学校教員住宅水洗化工事、学校給食センター真空冷却機及びコン

ビスチーマーの取替工事を実施してまいります。 

 Ⅱ、社会教育。 

 社会教育については、第７期浦幌町社会教育中期計画に基づき、生涯学習の推進とスポ

ーツ振興を図ってまいります。 

 （１）生涯学習の推進。 

 学校支援地域本部事業においては、「小中一貫教育」と連動した「地域ネットワーク委員

会」が中心となって学校支援事業を推進し、家庭・学校・地域が一体となって地域ぐるみ

で子どもの「生きる力」を育んでまいります。 

 公民館は地域のコミュニティ活動拠点施設として重要な役割を担っているところであ

り、特に中央公民館においては、町民の方々が個人でも利用しやすいスペース「まちコミ・

サロン」をロビー内に試験的に設け、併せて公民館職員が個々の生涯学習をコーディネー

トする相談窓口を設置します。 

 また、各公民館を中心に地域の特性を生かした公民館まつり、文化週間、文化祭、芸術

鑑賞会を継続開催し、多種多様な芸術文化に触れる機会を提供してまいります。 

 公民館や学校を中心に地域の活性化を担う人材を育成するため、公民館ボランティア養

成講習会をはじめ、寿大学、公民館講座及び道東の各大学と連携して、地域の魅力を発信

する生涯学習公開講座「うらほろスタイルゼミナール」を開催し、町民の生涯学習の機会

を創出するとともに、広報誌「アシール・レーラ」、公民館だより、町ホームページ等を活

用し、生涯学習に関する情報を提供してまいります。 

 家庭教育については、子育て支援センターと連携し、子育て出前ミニ講座や家庭教育講

演会を開催するとともに、家庭教育学級においては家庭における読書習慣を形成し、子ど

もが読書に親しむ環境づくりの大切さを伝え、子育てに関する学習の機会や親子・家族の

ふれあいの場を提供してまいります。 

 少年教育については、学校教育との連携を図りながら、通楽（学）合宿を実施するほか、
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子ども居場所づくり事業「オーラポロ広場」、「少年道外交流事業」、「少年リーダー養成講

習会」など、自立心や社会性・思いやりの心など体験活動内容の充実を図り、子どもたち

の豊かな心を育てます。 

 成人（青年）教育については、成人式の開催や事業を通した交流促進を図り、高齢者教

育については、健康で明るく生きがいのある人生を見出すため、高齢者学級での学習活動

を支援してまいります。 

 図書館事業については、「浦幌町教育の日」と連携した事業を展開するため、「浦幌町子

どもの読書活動推進計画」に基づいた事業のほか、発達段階に応じたブックリストを作成

し、家族で本を楽しむ時間づくりができるよう幼稚園・保育園、小中学校と連携した読書

啓発活動に取り組みます。 

 また、ブックスタート事業の継続実施や図書館ボランティアサークルの支援・育成を図

り、図書館の更なる利用促進を図るため、開館時間の延長に向けた試験的実施を行います。 

 博物館事業については、国内で初めて発見されたＫ―Ｔ境界層直下のアンモナイトなど、

白亜紀から新第三紀にかけての化石資料を中心とした展示ブースと映像データを活用した

博物館講座の開設や町内に点在する考古学、産業遺産、動植物などを教育的素材として活

かした移動講座を定期的に実施してまいります。 

 このほか、大型アンモナイトの展示会やＫ―Ｔ境界層、ウラホロシンカイヒバリガイ化

石等の学習会の開催と小中学校の総合学習や理科・社会などの教科に対する教材の提供や

講師の派遣を積極的に行ってまいります。 

 また、教育文化センターロビーにおいて、芸術作品の発表の場となる小企画展や気軽に

音楽に親しんでもらえる歌声サロンや小規模コンサートなどを開催し、町民の交流の場と

して芸術文化の鑑賞機会の拡充を図ってまいります。 

 施設整備につきましては、吉野公民館暖房ボイラー取替工事・調理室内部改修工事、教

育文化センターモニュメント周辺のインターロッキング改修工事を実施してまいります。 

 （２）スポーツの振興。 

 スポーツに親しむための環境整備と指導人材の育成及び活用を図るため、青少年のスポ

ーツ指導に携わる指導者等を対象にスポーツ実技講習会を開催し、指導技術の向上を支援

してまいります。 

 また、「ノルディックウォーキング教室」を定期的に開催し、町民がスポーツに親しむ機

会を提供するとともに、総合型地域スポーツクラブ制度の道内先進地視察や研修会参加を

通じた調査・研究に引き続き取り組んでまいります。 

 指定管理者により管理を行っている総合スポーツセンター及び周辺施設等については、

民間事業者のノウハウを活用し、より一層の利用者へのサービス向上や効果的・効率的な

施設運営を行うとともに、平成25年度で指定管理期間が終了する浦幌パークゴルフ場など

の指定管理者指定の更新事務を行います。 

 また、総合スポーツセンターの１回券の取り扱いについて、再入館まで利用拡大を図り、
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利用者の利便性を図ります。 

 町民協働のボランティアにより施設管理を行っていただいているアイスアリーナ、町民

球場、町民リンクについては、関係団体の皆さんと定期的に意見交換を行い、継続的に管

理していただけるよう努めてまいります。 

 施設整備につきましては、アイスアリーナ外部屋根改修修繕、床塗装及びリンク床入隅

廻りの改修工事、スクリューユニット改修工事、総合スポーツセンター及びスイミングプ

ール自動ドア装置取替工事、スイミングプール基礎外改修工事を行い、施設利用者の安全

確保と要望・意見に応えてまいります。 

 以上、平成25年度の教育行政の執行に関する主要な方針について申し上げました。 

 町民の皆様並びに町議会議員の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げます。 

 終わります。 

〇田村議長 以上で教育行政執行方針を終わります。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時２５分  休憩 

午前１１時４０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 

    ◎日程第８ 議案第３号 

〇田村議長 日程第８、議案第３号 浦幌町暴力団排除条例の制定についてを議題といた

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 議案第３号 浦幌町暴力団排除条例の制定について。 

 浦幌町暴力団排除条例を次のように定める。 

 平成25年３月11日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開きください。浦幌町暴力団排除条例。 

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

より説明いたします。説明資料の１ページをごらん願います。浦幌町暴力団排除条例制定

に関する説明資料。 

 １、制定の趣旨、暴力団は住民生活の場に深く介入し、活動資金を取得するために暴力
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やこれを背景とした資金獲得活動によって住民や事業者に多大な脅威を与えております。

国においては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律を平成20年８月に改正、

施行し、自治体の許認可や公共工事入札への参加を要求する行為等を禁止し、暴力団員の

暴力的要求行為について必要な規制を行うなど対策を強化してきております。また、近年

の暴力団は、より身近な社会経済活動に深く食い込み、住民生活に不当な影響を与える存

在となっており、全国的に暴力団排除条例制定の機運が高まり、北海道でも平成23年４月

１日に北海道暴力団の排除の推進に関する条例が施行されました。同条例の規定は、道民、

道内の事業者に対してひとしく適用されますが、独立した対等な自治体の市町村の事務事

業に関しては道条例で規定することはできないと解されているため、道条例を踏まえなが

ら、町民や事業者、警察等と町が連携して暴力団排除に取り組んでいくため、基本理念や

暴力団排除の推進に必要な事項を定めた浦幌町暴力団排除条例を制定し、町民の安全で平

穏な生活を確保して地域社会経済の健全な発展を目的とするものでございます。 

 ２といたしまして、条例の内容でございます。①、基本理念、第３条関係でございます。

社会全体として暴力団の非社会性を認識し、暴力団排除活動を一丸となって推進していく

上で活動の概念となる基本理念について定めております。 

 ②、町の責務、４条関係でございます。町は、基本理念にのっとり町民、事業者や警察

署等の関係機関と連携して暴力団の排除に関する施策を実施すること、道が行う暴力団の

排除に関する施策について必要な情報の提供、その他必要な支援を行うこととしておりま

す。 

 ③、町民等の責務、第５条関係。暴力団の排除を推進するため、町民相互の連携を図り、

町民が自主的に活動に取り組むこと及び町が実施する暴力団排除に関する施策への協力や

情報提供などに努めるものとしております。 

 ④、町の行う措置、第６条から第10条。町の事務事業や町発注の建設工事契約の相手方

から暴力団を排除し、町の公共施設が暴力団の活動に利用される場合または利用されてい

ると認められた場合、利用の不許可、取り消しまたは停止を求めるなど必要な措置を講ず

るものとしております。また、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せ

ず、暴力団員による犯罪の被害を防止するため、町民等は地域、職域等において指導また

は助言を行うよう努めるものとし、町は警察と連携して必要な支援を行うものとしており

ます。 

 ⑤、町民等の禁止行為、第11条から12条関係でございます。暴力団の威力の利用と不当

な利益を得る目的での暴力団利用の禁止、暴力団の威力を利用する目的で資金等の利益を

提供することの禁止、暴力団の活動や運営に協力する目的で資金等の利益を提供すること

の禁止を定めております。 

 ⑥、その他、町の行う措置としましては、池田警察署との合意書により運用を図ること

としております。 

 ３、施行期日、この条例は、平成25年４月１日から施行する。 
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 本条例の制定に関しましては、北海道暴力団排除の推進に関する条例に基づきまして作

成しております。また、内容に不備が起きないよう池田警察署を通じまして北海道警察の

確認をいただいているところでございます。 

 また、本条例の運用につきましては、池田警察署と暴力団等の排除に関する合意書を取

り交わしまして、暴力団等の排除措置を講ずるため相互の連絡協議体制を確立し、運用が

図られるよう取り組むものでございます。 

 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３号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第９ 議案第４号 

〇田村議長 日程第９、議案第４号 浦幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する条例の制定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 議案第４号 浦幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する条例の制定について。 

 浦幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する条例を次のように

定める。 

 平成25年３月11日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する条例。 

 本条例の制定の説明は、条文の朗読を省略させていただき、説明資料に基づき説明させ

ていただきます。説明資料３ページをごらん願います。１、制定の趣旨につきましては、

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

法律の施行により、従来国が政省令等により示してきた基準を今後は各自治体が条例等を

整備して基準を定めることが必要となったことから、指定地域密着型サービスの事業の人
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員、設備及び運営に関する基準について条例を定めるものでございます。 

 ２、条例の内容につきましては、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準により制定するものです。条例の条文構成につきましては、章立て９章から

成り、第１条、趣旨から第203条、準用まで本則203条、附則19条で構成しています。 

 主な条例の内容につきましては、第１章は総則を定め、第１条から第４条に制定の趣旨、

定義、指定地域密着型サービスの事業の一般原則について規定しています。 

 第２章は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を定め、第５条から第45条に定期巡回・

随時対応型訪問介護看護サービスの人員、設備及び運営に関する基準について規定してい

ます。定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、定期的な巡回または随時通報により要介

護者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応、その他

の安心して居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、

その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すサービスであります。 

 第３章は、夜間対応型訪問介護を定め、第46条から第60条に夜間対応型訪問介護サービ

スの人員、設備及び運営に関する基準について規定しています。夜間対応型訪問介護とは、

夜間において定期的な巡回または随時通報により要介護者の居宅を訪問し、排せつの介護、

日常生活上の緊急時の対応、その他の夜間において安心してその居宅において生活を送る

ことができるようにするための援助を行うサービスであります。 

 第４章は、認知症対応型通所介護を定め、第61条から第81条に認知症対応型通所介護サ

ービスの人員、設備及び運営に関する基準について規定しています。認知症対応型通所介

護とは、認知症の要介護者が通所し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことに

より、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及

び精神的負担の軽減を図るサービスであります。 

 第５章は、小規模多機能型居宅介護を定め、第82条から第109条に小規模多機能型居宅介

護サービスの人員、設備及び運営に関する基準について規定しています。小規模多機能型

居宅介護とは、要介護者の居宅において、またはサービスの拠点に通わせ、もしくは短期

間宿泊させ、当該拠点において家庭的な環境と地域住民との交流のもとで入浴、排せつ、

食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその

有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするサー

ビスであります。 

 第６章は、認知症対応型共同生活介護を定め、第110条から第129条に認知症対応型共同

生活介護サービスの人員、設備及び運営に関する基準について規定しています。認知症対

応型共同生活介護とは、認知症である要介護者が共同生活住居において家庭的な環境と地

域住民との交流のもとで入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機

能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

できるようにするサービスであります。 

 第７章は、地域密着型特定施設入居者生活介護を定め、第130条から第150条に地域密着
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型特定施設入居者生活介護サービスの人員、設備及び運営に関する基準について規定して

います。地域密着型特定施設入居者生活介護とは、地域密着型特定施設に入居する要介護

者に施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世

話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるようにするサービスであります。 

 第８章は、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を定め、第151条から第190条に

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスの人員、設備及び運営に関する基準

について規定しています。地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護とは、地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護（29床以下の特別養護老人ホーム）に入所する要介護者

に施設サービス計画に基づき、可能な限り居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入

浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与、その他の日常生活

上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするサービスであります。 

 第９章は、複合型サービスを定め、第191条から第203条に複合型サービスの人員、設備

及び運営に関する基準について規定しています。複合型サービスとは、要介護者の居宅に

おいて可能な限りその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その

療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指し、またはサービスの拠点に通わせ、も

しくは短期間宿泊させ、当該拠点において家庭的な環境と地域住民との交流のもとで入浴、

排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用

者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるように

するサービスであります。 

 ３、施行期日は、附則第１条は施行期日を定め、平成25年４月１日から施行するもので

あります。 

 附則第２条から第19条は、経過措置に関する事項を規定するものであります。 

 以上で説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第４号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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 お諮りをいたします。ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時５８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てまいります。 

 

    ◎日程第１０ 議案第５号 

〇田村議長 日程第10、議案第５号 浦幌町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する条例の制定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 議案第５号 浦幌町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する条例の制定について。 

 浦幌町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する条例を次のよ

うに定める。 

 平成25年３月11日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する条例。 

 本条例の制定の説明は、条文の朗読を省略させていただき、説明資料に基づき説明させ

ていただきます。説明資料５ページをごらん願います。１、制定の趣旨につきましては、

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

法律の施行により、従来国が政省令等により示してきた基準を今後は各自治体が条例等を

整備して基準を定めることが必要となったことから、指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準について条例を定めるものです。 

 ２、条例の内容につきましては、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の
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方法に関する基準により制定するものです。条例の条文構成につきましては、章立ては４

章から成り、第１条、趣旨から第91条、社会生活上の便宜の提供等まで本則91条、附則９

条で構成しています。 

 主な条例の内容につきましては、第１章は総則を定め、第１条から第４条に制定の趣旨、

定義、指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則について規定しています。 

 第２章は、介護予防認知症対応型通所介護を定め、第５条から第43条に介護予防認知症

対応型通所介護サービスの人員、設備及び運営に関する基準について規定しています。介

護予防認知症対応型通所介護とは、認知症の要支援者が通所し、必要な日常生活上の世話

及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並び

に利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るサービスであります。 

 第３章は、介護予防小規模多機能型居宅介護を定め、第44条から第70条に介護予防小規

模多機能型居宅介護サービスの人員、設備及び運営に関する基準について規定しています。

介護予防小規模多機能型居宅介護とは、要支援者の居宅において、またはサービスの拠点

に通わせ、もしくは短期間宿泊させ、当該拠点において家庭的な環境と地域住民との交流

のもとで入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うこ

とにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むこと

ができるようにするサービスであります。 

 第４章は、介護予防認知症対応型共同生活介護を定め、第71条から第91条に介護予防認

知症対応型共同生活介護サービスの人員、設備及び運営に関する基準について規定してい

ます。介護予防認知症対応型共同生活介護とは、認知症である要支援者が共同生活住居に

おいて家庭的な環境と地域住民との交流のもとで入浴、排せつ、食事等の介護、その他の

日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるようにするサービスであります。 

 ３、施行期日は、附則第１条は施行期日を定め、平成25年４月１日から施行するもので

あります。 

 附則第２条から第９条は、経過措置に関する事項を規定するものであります。 

 以上で説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第５号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 
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〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１１ 議案第６号 

〇田村議長 日程第11、議案第６号 浦幌町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定に

ついてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 議案第６号 浦幌町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定につ

いて。 

 浦幌町新型インフルエンザ等対策本部条例を次のように定める。 

 平成25年３月11日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町新型インフルエンザ等対策本部条例。 

 本条例の制定の説明は、条文の朗読を省略させていただき、説明資料に基づき説明させ

ていただきます。説明資料は、７ページをごらん願います。１、制定の趣旨につきまして

は、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速に蔓延した場合、国民の大部分が現在その免

疫を獲得していないため、これに感染した者の病状の程度が重篤となるおそれがあること

から、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、新型インフルエンザ等の発生時

において国民の生命及び健康を保護し、国民生活に及ぼす影響が最小となるようにするこ

とを目的に新型インフルエンザ等対策特別措置法が平成24年５月11日に公布され、市町村

では国の新型インフルエンザ等緊急事態宣言がなされたときに市町村対策本部を設置しな

ければならなく、市町村の対策本部に関し必要な事項は法の施行までに市町村の条例で定

めることとされたため、浦幌町新型インフルエンザ等対策本部条例を制定するものです。 

 条例の条文構成については、第１条、目的から第５条、委任規定までの本則５条、附則

１項で構成しています。 

 ２、条例の内容につきましては、第２条は組織を定め、国の新型インフルエンザ等対策

本部より新型インフルエンザ等緊急事態宣言がなされたときは、町長は浦幌町新型インフ

ルエンザ等対策本部を設置し、本部長、副本部長、本部員等を置かなければならないこと

から、浦幌町新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事務をつかさどる組織を

規定しています。 

 第３条は、会議を定め、浦幌町新型インフルエンザ等対策本部の会議は本部長が招集し、

必要があるときは国の職員及び町の職員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることが

できることを規定しています。 

 第４条は、部を定め、本部長が必要と認めたときは対策本部に部を設置し、部長を置く

ことを規定しています。 

 第５条は、委任を定め、条例の施行に関し前各条に定めるもののほか対策本部に関し必
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要な事項は本部長が定めるものでございます。 

 ３、施行期日は、附則において施行期日を新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行

の日からとするものでございます。 

 次のページをお開き願います。浦幌町新型インフルエンザ等対策本部条例制定参考資料

をごらん願います。Ａ４、横判でございます。法の概要と町の対応を記載している資料で

あります。表の左側、新型インフルエンザ等対策特別措置法の定めている対象疾病の概要

を３区分に分類しております。１つ目の新型インフルエンザとは、新たなウイルスによる

インフルエンザで、一般に国民が免役を獲得していないことから、全国的かつ急速な蔓延

により重大な影響を与えるおそれがあるものであり、２つ目の再興型インフルエンザとは、

かつて流行していたが、終息後長期間経過しているため、現在の国民の大部分が免役を獲

得していないことから、全国的かつ急速な蔓延により重大な影響を与えるおそれがあるも

のであり、３つ目の新感染症とは、既に知られている感染性疾病と病状や治療結果が明ら

かに異なるもので、罹患した場合の病状が重篤かつ当該疾病の蔓延により重大な影響を与

えるおそれがあるものと定めています。 

 次に、新型インフルエンザ等発生時の主な措置は、国、都道府県、市町村ごとにそれぞ

れ対応措置を講じますが、表の右側部分の市町村の措置は、体制として緊急事態宣言以降

市町村対策本部を設置すること、また蔓延防止措置として情報の収集と住民への周知、住

民に対する予防接種を実施すること、また国民生活確保措置として国、都道府県への協力

を行うことであります。なお、国は、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるお

それがあり、国民生活等に甚大な影響を及ぼすおそれがあると認めたときは新型インフル

エンザ等緊急事態宣言を行い、緊急事態措置を講じることとなります。 

 表の右側をごらん願います。町の対応として、新型インフルエンザ等発生時の体制整備

については、国が緊急事態宣言を行った場合、町は対策本部を設置する必要があることか

ら、法に基づく対策本部条例を制定するものであります。町対策本部組織系統は、町対策

本部は町内の新型インフルエンザ等対策に関する総合調整等を実施し、対策本部長は町長、

対策副本部長は本部員から町長が指名、対策本部員は副町長、教育長、消防署長または消

防吏員、町長に任命された町職員で構成されます。 

 次に、新型インフルエンザ等対策の実施に係る行動計画の策定及び今後のスケジュール

につきましては、新型インフルエンザ等の発生に備えて国は平成25年６月以降に政府行動

計画を策定し、政府行動計画が策定された後、道は政府行動計画に基づき道行動計画を策

定します。道行動計画が策定された後、町は道行動計画に基づき町行動計画を策定するこ

ととなります。 

 以上で説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 今の説明、本当に詳しくいただきましたので、内容は全てわかりましたが、
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まず24年の５月11日に公布されていますから、１年以内にこれを定めなければならないと

いうことですから、25年の５月11日までに国が決めると、それにのっとって町も決めると

いうことですから、５月の上旬までにという部分は理解ができます。 

 それで、この説明資料の表なのですけれども、ただ５月の遅くとも10日を予定して、１

年ですから、までにこの条例も制定していくのに、道とか、これもそうなのですけれども、

あくまでも６月以降でないとこの策定ができないということですよね。ですから、これも

あくまでも国の動向を見て道が決めて、道の動向を見て町が決めていくのですから、その

国と道が決まらないと町も勝手なことは決めれないということなのでしょうけれども、し

かし条例は５月の頭に、10日までには施行されていくということになってくると、この部

分は実際に、では５月の11日、12日に出たってまだ策定の、この行動の計画も何も立てな

かったら、法律上では施行されても実際に何をどうしていいかということがわかっていか

ないのではないかなということで、こういう形では、施行されるときにはきちっと行動計

画も策定されていかなければならないということで、これは道、国の動向にもよってくる

ことがあるから、町だけがもっと早くやるということにもならないのかもしれませんが、

しかしこの辺のタイムラグがどういうことになってくるのか、実際に国と道がどういうこ

とをいつまでにつくって、町として実際にこの計画がいつごろまでにできるとかという、

そういうような目測みたいな部分というのがありますならば、その辺の説明を求めたいと

思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 この表につきましては、道を通してこのスケジュール表、町のほう

に届きまして、国の準備、道の準備含めまして町が先んじてこの行動計画を仮に策定して

も国、そして道の策定した行動計画とは全く違うものができるということはないと思いま

すけれども、道の行動計画を策定した後町の行動計画を策定すると、これは浦幌町ばかり

ではなく、道内の市町村が道の行動計画に準じた形で、これにのっとった形で各市町村、

浦幌町も同じでございますけれども、６月をめどにということになるかと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 国、道の状況ですから、ただ本来、国が24年の５月11日に公布しているわけ

ですから、要するに１年間猶予を持っているから、本来は国がその辺を踏まえて、国がつ

くって道がつくって市町村がいくわけですから、それを逆算していって国がもっと早くこ

れをしていかなければ準備が間に合わないということなのです、本当は。だから、国の対

応も遅いのだと思うのです。だから、どうしてもただそれによって道、市町村の対応がお

くれてしまうということですから、これはやむを得ないと思いますけれども、今の説明で

あれば、それでも５月の10日に施行された上においては６月中にはきちっと施行されると

いうことでありますから、そういった意味では長く時間が要しないということですから、
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安心もいたしますけれども、しかし国が、道も６月のいつまでにとかという部分もわから

ないでしょうから、当然そういうような状況を踏まえながら、町としてもやっぱりそれな

りのしかるべき対応はしておく必要があるなということで、この辺をお願いいたしまして、

質問終わらせてもらいます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 平成21年に新型インフルエンザということで全国的にも蔓延した新

型インフルエンザの発生時におきましては、任意でございますけれども、国、そして道を

通しましてそれぞれの市町村で対応しなさいということで、21年５月に浦幌町はそれに対

応するために行動計画、そしてマニュアルを策定しまして対応してございます。現在今の

条例を制定した後、国、そして道行動計画が策定された後、町が行動計画を策定するとい

うスケジュールになってございますけれども、その間５月からタイムラグということはお

っしゃっておりましたが、その間に全国的に蔓延のおそれがある疾病等が流行したときに

は任意の形で設置し、あるいはその行動計画も迅速な形で策定し、対応していくという形

をとりたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 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 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６号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１２ 議案第７号 

〇田村議長 日程第12、議案第７号 浦幌町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制

定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 議案第７号 浦幌町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定につ

いて。 

 浦幌町道路の構造の技術的基準等を定める条例を次のように定める。 
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 平成25年３月11日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。浦幌町道路の構造の技術的基準等を定める条例。 

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

基づき説明をさせていただきます。議案説明資料９ページをごらんおき願います。初めに、

制定の趣旨でございますけれども、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、従来国が政省令等により示してき

た基準を今後は各自治体が条例等を整備して基準を定めることが必要となったことから、

道路の構造の技術的基準等について条例を定めるものでございます。 

 条例の構成につきましては、第１条、趣旨から第41条、町道に設ける道路標識の寸法ま

での本則及び附則で構成しています。 

 ２、条例の内容でございます。道路構造令（昭和54年政令第320号）及び道路標識、区画

線及び道路標示に関する命令（昭和35年建設省令第３号）に基づく基準により制定するも

のでございます。第１条、第２条は、制定の趣旨、条例においての使用する用語の定義に

ついて規定、第３条は道路の区分について規定し、第４条から第41条につきましては町道

の構造の技術的な基準として車線、路肩、歩道、設計速度、勾配、安全施設、道路標識の

寸法等について規定するものです。 

 本条例の制定につきましては、現行の基準を検討した結果、国道や道道との整合性を勘

案するとともに、走行性や安全性、環境や地域の特殊性を考慮して従来どおり現行の国の

基準を条例に規定するものでございます。 

 ３、施行期日は、平成25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。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７号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１３ 議案第８号 

〇田村議長 日程第13、議案第８号 浦幌町準用河川管理施設等の構造に関する条例の制

定についてを議題といたします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 議案第８号 浦幌町準用河川管理施設等の構造に関する条例の制定につ

いて。 

 浦幌町準用河川管理施設等の構造に関する条例を次のように定める。 

 平成25年３月11日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。浦幌町準用河川管理施設等の構造に関する条例。 

 本条例の提案につきましては、条文の朗読を省略させていただき、議案説明資料に基づ

き説明をさせていただきます。説明資料10ページをごらんおき願います。初めに、制定の

趣旨でございますけれども、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律の施行により、従来国が政省令等により示してきた基準

を今後は各自治体が条例等を整備して基準を定めることが必要となったことから、準用河

川管理施設等の構造について条例を定めるものでございます。 

 条例の構成につきましては、第１章、総則、趣旨、第１条から第７章、雑則、小河川の

特例、第48条までの本則及び附則で構成しております。 

 ２、条例の内容でございます。河川法（昭和39年法律第167号）及び河川管理施設等構造

令（昭和51年政令第199号）に基づく基準により制定するものです。第１章、第１条、第２

条は、制定の趣旨、条例において使用する用語の定義について規定、第２章、第３条から

第15条は流水が河川外に流出することを防止するために設ける施設である堤防について規

定、第３章、第16条から19条は河川の洗掘を防いで河道の勾配等を安定させ、河川の縦断

または横断形状を維持するために設ける施設である床どめについて規定、第４章、第20条

から第32条は堤防を分断することにより河川または水路を横断して設けられる制水施設で

あって、堤防の機能を有する施設である水門及び樋門について規定、第５章、第33条から

第40条は河川区域内に設ける橋台、橋脚等の施設である橋について規定、第６章、第41条

から第45条は河川と交差するように川底を横過する用水施設または排水施設である伏せ越

しについて規定、第７章、第46条から第48条は河川管理施設等について条例の規定を適用

しない特例を雑則で規定してございます。 

 本条例の制定につきましては、現行の基準を検討した結果、準用河川の施設の構造基準、

災害等に対する安全性の確保、河川管理上などを考慮し、従来どおり現行の国の基準を条

例に規定するものでございます。 

 ３、条例の適用河川につきましては、説明資料に記載のとおり、準用河川であります十

勝太川、旧浦幌川、旧オベトン川の３河川です。 

 ４、施行期日は、平成25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。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８号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１４ 議案第９号 

〇田村議長 日程第14、議案第９号 地域主権一括法の制定に伴う関係条例の整理に関す

る条例についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 議案第９号 地域主権一括法の制定に伴う関係条例の整理に関する条例

について。 

 地域主権一括法の制定に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように定める。 

 平成25年３月11日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。地域主権一括法の制定に伴う関係条例の整理に関する条

例。 

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

基づき説明をさせていただきます。議案説明資料11ページをごらんおき願います。初めに、

改正の趣旨でございますけれども、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、都市公園法（昭和31年法律第79号）

及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号）、公営

住宅法（昭和26年法律第197号）が改正されました。これらの法改正により、これまで各政

省令で全国一律に定められていた都市公園の設置基準、公営住宅の整備基準等について条

例で定めることとされましたので、関係する条例を一部改正するものです。また、福島復

興再生特別措置法（平成24年法律第25号）の制定に伴い、町営住宅の入居者資格の特例措

置を講じる必要があること及び町営住宅の明け渡し対象に入居者または同居者が暴力団員

であることを明記するため、あわせて関係する規定の一部を改正するものでございます。 

 ２、改正の内容でございます。初めに、条例の構成でございますが、浦幌町都市公園条

例の一部改正を第１条とし、浦幌町営住宅条例の一部改正を第２条とし、それに附則をし

た構成となってございます。 

 １、浦幌町都市公園条例、改正条例第１条関係でございますが、第１条の２から５に都
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市公園の配置及び規模の基準、都市公園施設の設置基準を規定、第１条の６及び別表第１

に移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を規定するもので、都市

公園法の一部改正により配置及び規模、移動等円滑化のための設置基準について現行の国

の基準を検討した結果、設置及び規模、高齢者や障がい者の安全を確保する上で独自に基

準を定める事情や特殊性はないものと判断し、現行の国の基準を条例に規定し、適用する

ものでございます。 

 次に、２、浦幌町営住宅条例、改正条例第２条関係でございますが、目次、第１条及び

第３条の２から17に町営住宅の整備基準を規定、第３条の17第２項中第６条及び第７条に

福島復興再生特別措置法に規定する居住制限者は、浦幌町営住宅条例に規定する入居者資

格のうち、同居親族要件及び収入要件を具備するものとみなす特例を規定、また同条例中

第40条及び第81条に町営住宅の明け渡し対象に入居者または同居者が暴力団員であること

が判明したときを追記するもので、町営住宅運営委員会でも協議検討した結果、整備に対

する居住環境や安全性の基準、被災者等に対する配慮がされていることから、適正なもの

と判断し、従来どおり現行の国の基準を条例に規定し、適用するものでございます。 

 ３、施行期日は、平成25年４月１日から施行するものでございます。 

 関係条例の新旧対照表につきましては、浦幌町都市公園条例は説明資料12ページから

25ページ、浦幌町営住宅条例は説明資料26ページから32ページにそれぞれ記載してござい

ます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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９号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１５ 議案第１０号 

〇田村議長 日程第15、議案第10号 東十勝介護認定審査会共同設置規約の変更について

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 
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〇横田保健福祉課長 議案第10号 東十勝介護認定審査会共同設置規約の変更について。 

 地方自治法第252条の７第２項の規定により、東十勝介護認定審査会共同設置規約を次の

ように変更する。 

 平成25年３月11日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。東十勝介護認定審査会共同設置規約の一部を改正する規

約。 

 東十勝介護認定審査会共同設置規約の一部を次のように改正する。 

 第４条第３項中「15人」を「20人」に改める。 

 附則、この規約は、平成25年４月１日から施行する。 

 本規約の一部改正の説明は、説明資料に基づき説明させていただきます。説明資料33ペ

ージをごらん願います。１、改正の趣旨につきましては、東十勝介護認定審査会は平成11年

10月の開始以来15人の委員が審査判定に当たっています。平成23年度までは原則として毎

週１回開催してきましたが、要介護、要支援認定申請者の増加に伴って１回当たりの審査

件数が大幅に増加し、判定作業に支障が生じてきたため、平成24年度より開催回数を原則

として１カ月５回とすることで臨時的に対応しているものの、審査会委員の負担が増して

いる現状であります。これを解消するため、委員定数を５人増員して東十勝介護認定審査

会の適正な運営を図るものであります。 

 ２、改正の内容につきましては、第４条第３項に規定する介護認定審査会の委員定数を

15人から20人に改正するものであります。 

 ３、施行期日につきましては、附則において平成25年４月１日から施行するものであり

ます。 

 また、資料として平成12年度から24年度までの東十勝介護認定審査会審査件数、そして

34ページに参考として新年度の審査会委員構成案、35ページに東十勝介護認定審査会共同

設置規約新旧対照表を掲載してございますので、ごらんおき願います。 

 以上で説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 ちょっと確認の意味で、負担を減らすための増員ということであります。そ

こまではよろしいのです。今後今までの対応と同じことをしていれば、例えば医療分野、

保健分野、福祉分野、そこへ増員された人が入って、この３つの会議ある以上は人数ふえ

ても負担は変わりませんよね。例えば５人で審査するところを７人になったからといって

何が負担変わるのだろうと、分野がもっと分かれてその審査に対する回数なり負担が明ら

かに減るというのならわかるのですが、その分野の人をふやしたからといったってどんな

ふうに負担が変わるのでしょう。ちょっと説明をお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 
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〇横田保健福祉課長 現状の審査会の会議の運営につきましては、５人ずつの審査のグル

ープをつくりまして１合議体５人体制で行っております。現在は３合議体ということで、

５人ふやすことによって４合議体、４つのグループ分けにしまして、それぞれが毎週この

審査会に申請されてきました件数をそれぞれ審議していただくということで、５人ふえる

ことが１合議体、１グループふえることになりますので、一月に５回を実施していた回数

が減っていくということで、それぞれの委員さんのご負担の重くなってきたところを軽く

するというところもございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上で説明を終わります。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 よくわかりました。説明書では月５回にすることと、それから定数５人にふ

やしてということで、グループ分けを４つにするという説明がないので、何が軽減される

のかなということで確認をしたところです。わかりました。 

〇田村議長 答弁はよろしいですか。 

〇杉江議員 はい。 

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10号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１６ 議案第１１号 

〇田村議長 日程第16、議案第11号 平成24年度浦幌町一般会計補正予算を議題といたし

ます。 

 お諮りをいたします。本議案は細分化して審議したいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、細分化して審議することに決定をいたしました。 

 初めに、17ページ、20款１項町債までの説明を求めます。 

 総務課長。 
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〇鈴木総務課長 議案第11号 平成24年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成24年度浦幌町の一般会計補正予算（第12回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６億8,384万6,000円を追加し、歳入歳

出の総額を歳入歳出それぞれ71億439万1,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費） 

 第２条 繰越明許費の追加は「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （債務負担行為） 

 第３条 債務負担行為の変更は「第３表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債） 

 第４条 地方債の変更は「第４表 地方債補正」による。 

 平成25年３月11日提出、浦幌町長。 

 本補正につきまして、歳入における町税、各使用料、手数料、負担金等につきましては

２月までの実績に基づいた現行予算からの増額、また歳出における人件費にかかわりまし

ては職員の年度途中退職、扶養に係る支給区分の変更による補正、事業にかかわりまして

は事業費の確定及び実績見込み精査による減額、燃料代につきましては原油高騰に伴う増

額補正となってございまして、これらにつきましては詳細説明について省略をさせていた

だきます。 

 次の表をおめくりいただきたいと思います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては

省略をさせていただきます。 

 次に、６ページをごらんおき願います。第２表、繰越明許費補正、追加でございます。

６款農林水産業費、１項農業費、事業名、浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備事業、

2,280万8,000円の金額でございます。この事業につきましては、暗渠排水、心土破砕、区

画整理事業の内容で、説明資料50ページから52ページに記載のとおりでございます。 

 同じく１項農業費、事業名、浦幌地区農業体質強化基盤整備促進事業。本事業につきま

しては、暗渠排水を行う内容でございまして、金額2,300万円、同じく説明資料50ページか

ら52ページに記載のとおりでございます。 

 ８款土木費、２項道路橋梁費、事業名、厚内上厚内線路面性状調査事業。本事業につき

ましては、国の平成24年度補正予算にかかわるもので、金額200万円でございますけれども、

説明資料55ページに記載のとおり繰り越すものの内容となってございます。 

 第３表、債務負担行為補正、変更でございます。事項、議場・委員会室会議システム導

入事業、補正前、期間、平成24年度から平成29年度、限度額1,439万4,000円に対しまして、

補正後、期間につきましては同様でございますけれども、限度額1,349万5,000円となるも

のでございます。本補正につきましては、平成24年第３回町議会臨時会におきましてご議
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決をいただきました議場・委員会室会議システム導入にかかわります内容でありまして、

５カ年、60カ月の期間に係る賃借料の契約に伴います額の変更でございます。 

 第４表、地方債補正、変更でございます。起債の目的、過疎対策事業、補正前につきま

しては限度額３億8,920万円が補正後３億4,730万円となるもので、内容といたしましては

模範牧場施設整備事業、補正前2,750万円が2,720万円。中浦幌地区担い手支援型畑地帯総

合整備事業、1,030万円が補正後110万円。観光施設環境改善事業、補正前1,450万円が補正

後1,340万円。うらほろ森林公園オートキャンプ場電源設備設置事業、補正前1,000万円が

補正後880万円。住吉０号通道路整備事業、補正前3,010万円が補正後2,590万円。通学通道

路整備事業、1,840万円が補正後510万円。共栄統太線道路整備事業、補正前3,570万円が

2,710万円。除雪機械購入事業、補正前1,340万円が補正後は1,220万円。防災行政無線整備

事業、１億4,220万円に対しまして補正後２億1,150万円。 

 緊急防災・減災事業、補正前、限度額2,500万円に対しまして補正後2,360万円。内容に

つきましては、浜厚内地区避難路等造成事業、2,500万に対しまして補正後2,360万円。 

 補正前の合計額７億1,256万8,000円に対しまして、補正後７億4,136万8,000円となるも

ので、この補正につきましては各事業の実績確定によるものでございます。起債の方法、

利率、償還の方法につきましては、それぞれ補正前と同じ内容でございます。 

 次の８ページをごらんおき願います。歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括につき

ましては省略をさせていただきます。 

 10ページをお開き願います。２、歳入、１款町税、１項町民税、１目個人600万円を追加

し、１億9,403万4,000円は、現年課税分と滞納繰越分の補正の内容でございます。 

 ２目法人700万円を追加し、3,262万7,000円は、現年課税分に係るものでございます。 

 ４項１目町たばこ税300万円を追加し、4,350万円、５項１目入湯税19万6,000円を減額し、

200万9,000円、いずれの目につきましても現年課税分の内容でございます。 

 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989万9,000円を追加し、

2,609万5,000円は、１節農業費分担金の内容でございますけれども、中浦幌地区担い手支

援型畑地帯総合整備事業受益者分担金並びに浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備事業受

益者分担金、浦幌地区農業体質強化基盤整備促進事業受益者分担金につきましては説明資

料49ページから51ページ及び追加説明資料４ページから５ページにかけての記載のとおり

でございまして、事業の確定と平成25年に繰り越す予算の内容でございます。 

 ２項負担金、１目民生費負担金110万円を追加し、１億2,516万2,000円は、２節児童福祉

費負担金の内容でございます。 

 ３目農林水産業費負担金55万円を追加し、2,692万5,000円は、食料供給基盤強化特別対

策事業負担金（浦幌地区）の内容であります。 

 ４目教育費負担金61万7,000円を減額し、2,234万2,000円は、学校給食と幼稚園給食負担

金の減額の更正の内容でございます。 

 12款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料1,000円を減額し、119万4,000円に
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つきましては、町有バス使用料の内容であります。 

 ２目民生使用料15万4,000円を追加し、2,878万3,000円につきましては、主に児童福祉使

用料の増額の内容となっております。 

 ５目土木使用料240万円を減額し、9,046万5,000円は、各住宅に係ります使用料及び滞納

繰越分の内容であります。 

 ６目教育使用料26万3,000円を追加し、448万1,000円の内容につきましては、幼稚園保育

使用料の増額及びアイスアリーナにかかわります使用料の減額措置のものでございます。 

 次のページをおめくりいただきます。２項手数料、２目衛生手数料22万3,000円を追加し、

841万5,000円は、ごみ処理手数料にかかわる内容でございます。 

 13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金220万5,000円を減額し、１億

2,054万7,000円は、１節子ども手当国庫負担金20万5,000円の更正減及び５節児童福祉費国

庫負担金263万8,000円の更正減につきましては、説明資料36ページに記載のとおり、児童

数減少によるものでございます。 

 ２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金33万5,000円を減額し、364万4,000円は、無線シ

ステム普及支援事業費等補助金22万5,000円の更正減でございますけれども、このことにつ

きましてはＴＶｈ放送設備増設事業の確定によるもので、説明資料39ページから40ページ

及び追加資料１ページから２ページにかけての記載のとおりでございます。 

 ２目民生費国庫補助金34万2,000円を追加し、752万1,000円は、１節障害者福祉費補助金

で地域生活支援事業補助金として62万8,000円の更正減でございますけれども、説明資料

42ページに記載のとおりでございます。２節児童福祉費補助金につきましても、説明資料

36ページに記載のとおり、次世代育成支援対策交付金の内容でございます。 

 ３目商工費国庫補助金63万8,000円を減額し、73万7,000円は、社会資本整備総合交付金

にかかわります更正減でございます。 

 ４目土木費国庫補助金1,522万1,000円を減額し、２億2,198万9,000円につきましては、

１節土木総務費補助金の内容で、地域活力基盤創造交付金及び除雪機械整備事業補助金に

かかわります事業の確定に伴います増減の内容であります。 

 ５目教育費国庫補助金３万1,000円を追加し、13万1,000円は、小中学校費補助金におき

まして要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金の事業の確定見込

みに伴うものでございます。 

 ６目農林水産業費国庫補助金は、新たな目を設けるもので、1,725万円を追加し、1,725万

円。このことにつきましては、浦幌地区農業体質強化基盤整備促進事業補助金にかかわる

もので、説明資料51ページから52ページに記載のとおり、次年度に繰り越す予算の内容の

ものでございます。 

 ３項委託金、１目総務費委託金1,000円を追加し、17万9,000円は、外国人登録事務に係

るものでございます。 

 ２目民生費委託金1,000円を減額し、182万4,000円につきましては、特別児童扶養手当事



- 42 - 
 

務費取扱交付金にかかわるものでございます。 

 14款道支出金、１項道負担金、１目総務費道負担金877万9,000円を減額し、2,033万

8,000円は、地籍事業の確定見込みに伴います負担金の減額補正でございます。 

 ２目民生費道負担金141万1,000円を減額し、8,307万6,000円につきましては、２節子ど

も手当道負担金、７節児童福祉費道負担金、それぞれ５万円、70万9,000円の更正減の内容

でありますけれども、説明資料37ページに記載のとおり、国庫負担金と同様な内容でござ

います。 

 次に、14ページをお開き願います。３目衛生費道負担金１万9,000円を減額し、11万

5,000円は、老人保健事業費道負担金として、説明資料37ページに記載のとおり、肝炎ウイ

ルス検診の受診者数減によるものでございます。 

 ２項道補助金、２目民生費道補助金256万9,000円を減額し、1,100万1,000円は、１節社

会福祉費補助金におきまして重度心身障害者医療費助成事業補助金100万円の減額につき

ましては42ページに記載のとおりでございます。また、２節児童福祉費補助金にかかわり

ましては、児童虐待防止対策緊急強化事業補助金、説明資料45ページに記載のとおり、乳

児家庭全戸訪問事業としてとり行う内容のものでございます。 

 ３目衛生費道補助金26万6,000円を追加し、502万4,000円は、１節衛生費補助金の内容で、

保健事業補助金60万6,000円の追加につきましては説明資料45ページに記載のとおり妊婦

健康診査支援事業に係るもので、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例事業補助金

34万の更正減につきましてはワクチン接種者数減によるもので、説明資料38ページに記載

のとおりでございます。 

 ５目農林水産業費道補助金3,485万7,000円を減額し、１億1,425万8,000円は、１節農業

費補助金におきまして食料供給基盤強化特別対策事業補助金（浦幌地区）の366万の追加に

つきましては説明資料50ページ、51ページ、また追加資料５ページから６ページにかけて

記載のとおり事業の確定及び次年度に繰り越す内容の予算の財源のものでございます。次、

食料供給基盤強化特別対策事業補助金の中浦幌地区につきましても29万の更正減につきま

しては、説明資料49から50ページ及び追加資料４ページから５ページにかけて記載のとお

りの内容となっているものでございます。青年就農給付金事業補助金につきまして300万の

更正減につきましては説明資料47ページ、戸別所得補償経営安定推進事業補助金につきま

しても説明資料48ページに記載のとおりの内容となっているものでございます。また、２

節林業費補助金177万9,000円の更正減につきましては、いずれの事業につきましても説明

資料52ページ及び追加資料６ページに記載のとおりの内容のものでございます。３節水産

業費補助金2,871万7,000円の更正減は、漁港防災対策支援事業道費補助金の更正減でござ

いますけれども、このことにつきましては説明資料58ページに記載のとおり防災行政無線

の整備にかかわります補助金の内容で、事業の確定に伴います更正減の内容のものでござ

います。 

 ６目教育費道補助金３万4,000円を減額し、６万6,000円。 
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 ３項委託金、１目総務費委託金179万2,000円を減額し、1,482万3,000円につきましては、

３節選挙費委託金が176万5,000円の更正減となっております。このことにつきましては、

海区漁業調整委員選挙費委託金及び衆議院議員選挙費委託金、いずれの事業につきまして

も事業の確定に伴うものでございます。 

 ３目農林水産業費委託金87万8,000円を減額し、1,597万3,000円は、１節農業費委託金に

おきまして中山間地域等直接支払交付金127万3,000円の更正減が事業の確定に伴うもの

で、主な内容となっております。 

 ４目商工費委託金８万4,000円を減額し、127万1,000円は、道道本別浦幌線美園駐車場清

掃業務の委託金の更正減でありまして、事業の実績見込みにかかわるものでございます。 

 15款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入442万9,000円を追加し、4,035万

9,000円は、５節情報通信基盤設備貸付収入において105万の追加でございますけれども、

光伝送路貸付収入として説明資料39ページに記載のとおり光ブロードバンド加入件数が見

込みより多くなったものでございますから、それにかかわります増額の補正でございまし

て、追加資料１ページから２ページにかけての記載のとおりでございます。 

 次、16ページをおめくりいただきたいと思います。２目利子及び配当金300万1,000円を

減額し、239万円は、利子及び配当金の内容で、基金利子及び中小企業融資制度預託金利子

にかかわります内容となっているものでございます。 

 ２項財産売払収入、２目物品売払収入43万9,000円を減額し、214万3,000円は、説明資料

38ページに記載のとおり、資源ごみの売払収入でございますけれども、紙類の引き取り単

価の下落によるものでございます。 

 16款１項寄附金、２目指定寄附金５万円を追加し、1,211万1,000円は、指定寄附を受け

るもので、説明資料59ページに記載のとおり、図書購入資金の財源とするものでございま

す。 

 17款繰入金、２項１目基金繰入金６億7,956万5,000円を追加し、７億3,520万2,000円は、

基金の繰入金でございますけれども、財政調整基金繰入金６億8,230万2,000円の繰り入れ

にかかわりましては説明資料39ページに記載のとおり財政調整基金から公共施設整備基金

への積みかえを行うものが主な内容となっているものでございます。 

 19款諸収入、５項１目雑入40万円を追加し、1,410万8,000円は、北海道後期高齢者医療

広域連合すこやか推進事業補助金40万円の追加でございまして、インフルエンザ予防接種

にかかわります財源として説明資料38ページから39ページに記載のとおりとなるものでご

ざいます。 

 20款１項町債、４目農林水産業債1,180万を減額し、5,950万円、５目土木債2,730万円を

減額し、１億6,200万円、６目消防債6,790万円を追加し、２億3,750万円は、いずれも第４

表、地方債補正に伴う内容のものとなっているものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 
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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、次に18ページ、１款１項議会費から22ページ、２

款総務費、５項統計調査費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 それでは、18ページをごらんおき願います。３、歳出、１款１項１目議

会費79万6,000円を減額し、7,475万7,000円は、この内容につきましては人件費及び実績見

込み精査によるものでございまして、主なものとして14節使用料及び賃借料におきまして

10万5,000円を減額している内容につきましては先ほどの債務負担行為の補正にかかわる

もので、議場・委員会室会議システム導入にかかわります執行残の内容であります。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費533万7,000円を減額し、２億8,962万

5,000円は、人件費の補正及び燃料費の増額補正が主な内容でございますけれども、13節委

託料、15節工事請負費につきましては事業確定による執行残の内容となっているものでご

ざいます。 

 ２目情報化推進管理費１万1,000円を追加し、8,733万6,000円は、通信運搬費にかかわり

ます、いわゆるデータ通信料の通信運搬にかかわります増額の内容であります。 

 ４目自動車管理費64万を減額し、1,275万9,000円は、事業実績見込み精査による減額補

正の内容でございます。 

 ５目財産管理費20万5,000円を減額し、867万9,000円は、事業確定による執行残の補正で

ございます。 

 ６目財政調整等基金費８億2,305万2,000円を追加し、13億1,336万5,000円につきまして

は、25節積立金の内容でございまして、説明資料39ページに記載のとおり、財政調整基金

積立金と公共施設整備基金につきましてはその整備基金への積みかえによる内容のものと

なるものでございます。基金積立金300万円の更正減につきましては、利子の内容でござい

ます。 

 ７目企画費542万3,000円を減額し、6,493万6,000円につきましては、15節工事請負費、

また17節公有財産購入費、それぞれ10万5,000円、34万5,000円の更正減につきましては説

明資料39ページから40ページ及び追加資料１ページから２ページに記載のとおりＴＶｈ放

送設備増設事業の確定によります減額補正の内容であります。 

 10目生活安全推進費16万6,000円を減額し、1,469万9,000円は、事業の実績見込み精査に

よる減額補正でございますけれども、11節需用費におきます修繕料につきましては説明資

料40ページに記載のとおり防犯灯修繕にかかわります10万4,000円の増額の内容となるも

のでございます。 

 13目諸費64万8,000円を減額し、4,862万3,000円は、事業実績見込み精査による減額補正

でございますけれども、次のページをごらんおき願います。19節負担金、補助及び交付金

29万8,000円の更正減につきましては、本別・浦幌生活維持路線バス運行補助負担金20万円

の追加がございますけれども、このことにつきましては説明資料40ページ及び追加説明資
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料２ページに記載のとおり通学生徒数が増加したための増額補正の内容となるものでござ

います。 

 ２項徴税費、１目税務総務費11万2,000円の更正減は、事業の実績精査見込みによるもの

でございます。 

 ２目賦課徴収費３万3,000円を減額し、1,160万1,000円につきましては、19節負担金、補

助及び交付金において十勝市町村税滞納整理機構負担金が６万7,000円の増額となってお

りますけれども、このことにつきましては説明資料41ページに記載のとおり滞納引き継ぎ

案件の確定によるものでございます。 

 ３項１目戸籍住民登録費４万5,000円を減額し、1,492万1,000円は、事業実績見込み精査

によります減額補正の内容でございます。 

 ４項選挙費、１目選挙管理委員会費40万2,000円を減額し、1,015万9,000円、２目海区漁

業調整委員選挙費92万1,000円を減額し、14万円、３目衆議院議員選挙費128万円を減額し、

696万1,000円は、いずれの目も事業確定によります執行残の補正の内容でございます。 

 次に、22ページをごらんおき願います。５項統計調査費、２目指定統計調査費４万5,000円

を減額し、20万6,000円につきましては、実績見込み精査による補正でございますけれども、

７節賃金の３万円の更正減と11節１万円の増額補正につきましては説明資料41ページに記

載のとおりでございます。 

 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23ページ、３款民生費、１項社会福祉費から

29ページ、４款衛生費、２項清掃費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 23ページをごらんおき願います。３款民生費、１項社会福祉費、１目社

会福祉総務費2,062万9,000円を追加し、３億298万6,000円につきましては、12節役務費１

万7,000円の増額補正でございますけれども、説明資料42ページに記載のとおり、障がい程

度区分認定にかかわります主治医意見書作成増に伴うものでございます。また、13節21万

9,000円の増につきましては、地域生活支援事業業務委託料41万1,000円の更正減にかかわ

りましては移動支援事業の実績見込み精査、また障害者自立支援システム改修委託料につ

きましては平成25年４月１日から関係法の一部が施行されるのに伴いますそのシステム改

修にかかわる費用として63万円の増額となるものでございます。いずれも説明資料42ペー

ジに記載のとおりでございます。また、20節扶助費118万1,000円の追加につきましては、

障害介護等給付費、報酬算定体系の変更に伴います給付費の増額になるものという内容で

ございます。170万6,000円の増額となるものでございます。このことにつきましては、説

明資料42ページに記載のとおりとなっております。28節繰出金1,979万4,000円にかかわり

ましては、国民健康保険事業特別会計への繰出金にかかわる事業精査によるものでござい
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ます。 

 ２目国民年金事務費４万7,000円を減額し、47万2,000円、３目厚生委員費37万6,000円を

減額し、273万円は、いずれも実績見込み精査によります減額補正の内容でございます。 

 24ページをごらんおき願います。６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費200万円

を減額し、1,797万2,000円は、20節扶助費の内容で、重度心身障害者医療費扶助費200万円

の更正減でございますけれども、説明資料42ページから43ページにかけての記載のとおり、

実績見込みによるものでございます。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費11万1,000円は、人件費の内容でございます。 

 ２目児童措置費548万1,000円を減額し、6,828万7,000円は、実績見込み精査による減額

補正でございますけれども、20節扶助費420万5,000円の更正減につきましては子ども手当、

児童手当のいずれも更正減の内容で、説明資料43ページ及び追加説明資料３ページに記載

のとおり、児童数減少によるものでございます。 

 ３目認可保育園運営費44万7,000円を追加し、１億150万1,000円は、11節需用費におきま

す修繕料44万7,000円の増額補正の内容でございまして、説明資料43ページに記載のとお

り、十勝地方中部地震によりますしらかば保育園の被災修繕にかかわるものでございます。 

 ４目へき地保育所運営費60万円を減額し、3,231万2,000円、６目児童デイサービスセン

ター運営費10万円を減額し、1,727万3,000円は、いずれの目も実績見込み精査によります

減額補正の内容でございます。 

 ８目子育て支援センター費88万9,000円を減額し、1,603万9,000円につきましては、人件

費の内容でございます。 

 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費375万3,000円を減額し、１億6,412万8,000円は、

実績見込み精査による補正の内容でございますけれども、12節役務費の手数料につきまし

ては説明資料43ページ及び追加資料３ページから４ページにかけて記載のとおり緊急通報

システム設置及び撤去数の増に伴います68万6,000円の増額の内容であります。19節負担

金、補助及び交付金におきます85万8,000円の更正減につきましては、その主な内容としま

して家族介護者ヘルパー受講補助金27万円の増額補正がございますけれども、説明資料

44ページに記載のとおり、２級ヘルパー講習受講者増の見込みが伴うものの増となってお

ります。それ以外につきましては、実績見込みによるものの内容でございます。次に、26ペ

ージをお開き願います。28節繰出金130万8,000円の更正減につきましては、介護保険特別

会計への繰出金によるもので、実績見込み精査によるものでございます。 

 ４目老人ホーム費107万2,000円を減額し、１億8,007万7,000円につきましては、人件費

の補正と実績見込み精査によるものでございますけれども、11節需用費におきます光熱水

費51万4,000円につきましてはＬＰガスの単価上昇に伴うもの、また修繕料の13万2,000円

の追加補正につきましては老人ホーム内オゾン発生装置の故障修繕に伴うもので、いずれ

も説明資料44ページに記載のとおりでございます。 

 ５目町民バス管理費84万5,000円を減額し、410万4,000円は、実績見込み精査によるもの
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でございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費2,117万円を減額し、１億6,401万

2,000円は、人件費及び実績見込み精査による減額補正の内容でございますけれども、18節

備品購入費11万2,000円の増額補正につきましては説明資料45ページに記載のとおり乳児

家庭訪問用かばん一式購入にかかわるものでございます。 

 ２目予防費235万7,000円を減額し、1,107万2,000円、３目環境衛生費280万7,000円を減

額し、3,724万9,000円、４目墓地墓園費８万8,000円を減額し、88万3,000円は、いずれの

目も実績見込み精査による減額の内容となるものでございます。 

 次に、28ページをごらんおき願います。５目医療対策費414万7,000円を減額し、6,680万

4,000円につきましては、実績見込み精査による減額補正の内容でございますけれども、

21節貸付金70万円の更正減につきましては医療技術者等養成修学資金貸付金において説明

資料45ページに記載のとおり借り受け者がないということになったものの内容のものでご

ざいます。 

 ８目保健福祉センター管理費26万1,000円を追加し、1,731万2,000円は、実績見込み精査

によるものでございます。 

 ２項清掃費、１目塵芥処理費44万7,000円を減額し、7,339万円は、実績見込み精査によ

る減額でございますけれども、19節負担金、補助及び交付金において十勝環境複合事務組

合分担金7,000円の更正減は説明資料45ページから46ページに記載のとおり分担金の確定

に伴うものでございます。 

 ２目し尿処理費20万8,000円を追加し、527万9,000円は、19節負担金、補助及び交付金に

おいて十勝環境複合事務組合分担金の確定によるもので、説明資料46ページに記載のとお

りでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 説明資料の43ページ、17番の認可保育園の運営費の中で説明資料によります

と地震のために天井、壁、この落下による補正なのですけれども、とりあえずの補正であ

ってはまた困るのかなと、そういったものも含めて今後において本当にこれでとりあえず

はでなくて完全なものであるのかどうか、その辺ちょっと確認しておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 今回の十勝地方中部地震、深夜でございました。深夜に当施設含め

福祉施設、現地を確認して、それぞれ被害があったかどうか確認をしました。その後翌日

日中、被害があったかどうかということも含めて確認をさせていただいておりました。そ

れぞれしらかば保育園におきましては、保育室の天井が一部ビスが落ちかけているだとか、

あるいは園児用トイレの壁が剥がれ落ちているというよりはタイルが薄く剥がれていると
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いうような状況もありました。また、ボイラー機械室につきましては、一部破損によりま

して水が滴ると、吹き出すということではなくて滴るというような状況もございました。

そういったところで一部手直しだとか、仮のということではなくて、今回この44万7,000円

をかけて壁から天井、そしてボイラー機械室のベアリング等の破損修理行いたいというこ

とで追加補正ということで提案、今定例会において上程させていただいているところでご

ざいます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 私も今の地震の関係について質問をさせていただきたいと。今回認可保育園

のこれ上がってきておりますけれども、地震において町の施設の、夜間でもありましたの

で、この辺の部分の地震の確認の仕方というのでしょうか、今ですと夜確認はしたけれど

も、昼になってから云々というような説明もありましたし、後ほどスポーツセンターのほ

うもありますけれども、こういう指定管理の部分についても後ほどちょっとお聞きをしよ

うかなと思っているのですけれども、やはりあれだけの地震でしたから、そういう部分の

被災状況の確認というのは特に夜間ということになるとどういうような形でされているの

かということを確認をさせていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 保健福祉課におきましては、各施設夜間におきましては外回り、照

明のついていないところにつきましては確認の限界があるということもございます、外観。

室内におきましては、停電がない限りは、懐中電灯も持って入りますけれども、明かりを

つけた状態でボイラー室、地震による停電ということで耐震装置が働きますので、ボイラ

ーをまた復旧というようなこともございますけれども、正常に動くかどうかも含めて確認

をさせていただいています。それから、水回り、配管、そして配管も目に見える場所で水

が漏れているだとかということが確認できる場合もあれば、床下あるいは天井裏というこ

ともございますので、そのときすぐに確認をしてもそういった被害状況が確認できない場

合もありますので、今回については夜間地震が起きた後各施設の見回りは行っております

けれども、暗かった、暗いということで確認のできないところもございますので、翌日日

中外回りも含めて確認をさせていただいております。その上で被災状況を確認した中でし

らかば保育園のみこういった被災状況があったということでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 今言われましたように、ぐるっと回っていただいて確認をして、それで暗く

て見えなかったところは明るくなってから日中にまたきちっと確認をしたということです

から、そのことはいいのですが、その確認は例えば保育園の先生が行っているものなのか、

町の職員の方が行っているものなのか、対策本部が設置されていると思いますから、その

中できちっとここは見たけれども、問題なかったですよ、どうですよ、例えばスポーツセ
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ンターもそうですよというようなことがきちっと集約されて、今回のこれではこことスポ

ーツセンターだけですよね、この予算が上がっているのは。この中でこことここの２カ所

だけ、２つの施設だけが今回の地震で問題があったと、こういうような形になっていると

思うのです。ですから、その辺の特に夜間、日中でしたらみんながいますからいいですけ

れども、夜間みんなが帰って、いないときにはそういう形がきちっとなっていると思うの

ですが、そこら辺の町の被災状況の確認の仕方の部分、今やっている災害の部分ですよね、

これ。この辺の部分が今回の地震、これあったやつですから、いい機会だったといえばい

い機会だったと思うのですが、これがきちっとされていたのかどうなのかという部分の、

これは関連もありますから、ちょっと後ですけれども、一緒のほうがわかりやすいかなと

思うのですけれども、そういう町の施設の管理、また指定管理者の部分の管理、この辺が

きちっとされていたのかどうなのか、特に指定管理者の部分だったら指定管理者が確認を

することなのか、職員が確認するのか、その辺もちょっとあれですけれども、そういうき

ちっと確認体制というものがどうなって、どういう形で報告が上がってきてという形にな

っていると思うのですけれども、その辺の詳細を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問につきましては、公共施設の全般ということでお話ご

ざいました防災計画の見直しにかかわることもございますので、防災の担当としての部分

として私のほうからご説明をさせていただきたいと思いますし、また中部地震のときも対

策にかかわる所管としてそういった部分も含めてご説明させていただきたいと思います。 

 おっしゃるとおり、地震の発生が夜中ということがございまして、施設の確認、いわゆ

るどういう状況にあったかという確認につきましてはその各所管、所管ということが基本

となっておりますけれども、まず地震が発生した段階で参集の範囲が管理職ということで

なってございまして、そこの中で参集をしていただいて、各所管の施設についてはやはり

確認をしていただきたいということがなってございます。ただ、当日は夜中でございます

ので、やはり全てを把握できないということがございましたので、翌日明るくなってから

改めて確認をしていただくと。まず、そのときには、地震が終わった後ですので、その際

の人員については各所管の判断にも委ねている部分はございます。いずれにいたしまして

も、そういった形が基本として確認をしていただいているというのが内容となっておりま

す。 

 それから、今後お話がございましたとおり現在における防災計画の見直しの中でも職員

の初動のマニュアルと申しますか、どういう体制がやはりスピーディーに無理なく行って

いけるかと、また対応についても万が一災害が発生した場合その対策も滞りなく行えるよ

うな、そういった部分をまとめて、また職員が同じ認識のもとに進めるようなことも含め

て現在も検討の会議を重ねて進めているところでございます。いずれにいたしましても、

これで十分ということはなかなかあり得ないと思いますので、日々検討も重ねる機会あり
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ましたら確認もしながら進めていきたいと思っているところでございます。 

〇田村議長 教育次長。 

〇山本教育次長 関連がございますので、教育委員会の関係のほうから災害の対応につい

てご説明申し上げます。 

 教育委員会につきましては、学校施設、それから各公民館、そして体育館とかプール等

の施設、それから給食センターと、大まかにこれらの施設がありますけれども、各学校に

つきましては地震が発生した時点で各学校長がまず、管理職が確認をしております。また、

公民館につきましては、館長と、それからこちらから職員が向かいまして、あわせて確認

をしています。また、体育館、プール等につきましては、職員と指定管理者の方にも一緒

に現場に立ち会っていただきまして災害の状況を確認しております。また、給食センター

につきましては、所長ほか職員が参集しまして確認しているという状況になっております。

地震の発生では、夜分ということもありましたので、この夜分の中の確認作業ということ

だったのですけれども、翌朝明るくなってからそれぞれまた同じように施設確認しまして、

特にプールにつきましては天井等の落下等がありましたので、あわせまして建築の職員に

も立ち会っていただく中で状況を確認しているという内容でございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に29ページ、５款労働費、１項労働諸費から34ペ

ージ、９款１項消防費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 それでは、29ページをごらんおき願います。５款労働費、１項１目労働

諸費48万円を追加し、1,581万7,000円は、19節負担金、補助及び交付金において雇用促進

事業補助金の増額の内容であります。説明資料46ページに記載のとおり、新規雇用にかか

わります事業補助対象者が１名増加になったことに伴うものでございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費1,114万1,000円を減額し、3,722万円は、

それぞれ事業の実績見込み精査によるものでございますが、19節負担金、補助及び交付金

に記載のとおり、新規就農者営農促進補助金11万6,000円の更正減につきましては説明資料

46ページから47ページに記載のとおり奨励金の減額に伴うものでございます。また、青年

就農給付金事業補助金300万円の更正減につきましては、給付対象者減によるもので、説明

資料47ページに記載のとおりでございます。緊急農地排水不良改善対策事業補助金の減額

につきましては、説明資料47から48ページに記載のとおり、天候不良によります工事の未

施工によるもので、執行残の内容となっているものでございます。また、戸別所得補償経

営安定推進事業補助金の458万4,000円の減額につきましては、説明資料48ページに記載の

とおりの内容となっているものでございます。 

 ５目畜産振興費75万1,000円を減額し、4,917万3,000円は、事業の確定によります執行残

補正でございますけれども、19節負担金、補助及び交付金において優良肉用繁殖雌牛導入
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促進事業補助金の24万の更正減につきましては導入頭数の減によるもので、説明資料48か

ら49ページに記載のとおりでございます。 

 ６目土地改良費128万1,000円を減額し、7,961万8,000円は、事業確定による執行残補正

の内容でございますけれども、19節負担金、補助及び交付金につきましては小規模暗渠排

水事業の補助金でございまして、天候不良による工事未施工にかかわるもので、説明資料

49ページに記載のとおりでございます。 

 次、30ページをおめくり願います。８目道営土地改良事業費563万2,000円を減額し、

5,820万8,000円は、19節負担金、補助及び交付金の内容でございまして、中浦幌地区担い

手支援型畑地帯総合整備事業工事負担金は説明資料49ページから50ページ及び追加資料４

ページから５ページにかけて記載のとおり事業確定に伴います1,758万5,000円の更正減で

ございます。また、浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備事業工事負担金につきましては、

説明資料50ページから51ページ及び追加資料５ページから６ページにかけて記載のとお

り、事業の確定に伴うもの及び次年度への繰り越し予算にかかわるもので、1,195万3,000円

の増額補正となるものでございます。 

 ９目地籍調査費1,137万1,000円を減額し、3,673万3,000円は、事業の確定に伴います執

行残の補正の内容でございます。 

 10目団体営土地改良事業費2,300万円を追加し、2,300万1,000円は、13節委託料において

は測量調査委託料、15節工事請負費につきまして2,070万円の増額補正でございますけれど

も、それぞれ説明資料51ページから52ページにかけて記載のとおり次年度への繰り越し予

算にかかわるものでございます。 

 ２項林業費、１目林業総務費16万8,000円を減額し、1,763万4,000円は、事業の確定によ

ります執行残補正が内容となっております。 

 ２目林業振興費281万7,000円を減額し、1,829万円は、19節負担金、補助及び交付金にお

きます事業の実績見込みによるものでございます。未来につなぐ森づくり推進事業補助金

93万円の更正減と森林整備地域活動支援交付金180万円の更正減につきましては、説明資料

52ページ及び追加資料６ページに記載のとおりとなるものでございます。 

 ３目林道維持費９万2,000円を減額し、163万8,000円、４目うらほろ森林公園管理運営費

58万1,000円を減額し、3,570万5,000円、５目林道上厚内線開設事業費248万1,000円を減額

し、1,806万9,000円は、いずれの目も事業確定によります執行残補正の内容となっている

ものでございます。林道上厚内線開設事業費につきましては、13節委託料、15節工事請負

費のいずれも説明資料52ページに記載のとおりの内容となるものでございます。 

 ７款１項商工費、１目商工振興費89万円を減額し、１億992万6,000円は、実績見込みに

よる精査でございますけれども、19節負担金、補助及び交付金85万円の更正減の内容につ

きましては、商工業振興事業補助金22万4,000円の更正減につきましては補助金算定に係る

人件費の実績見込み、またコスミックホール運営事業補助金につきましては電気料増に伴

うものの45万円の増額、また太陽光発電システム設置補助金は事業確定に伴います62万
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6,000円の更正減、同じく木質ペレットストーブ購入費補助金につきましても事業の確定に

伴います45万円の更正減で、いずれも説明資料53ページから54ページに記載のとおりとな

るものでございます。 

 ２目観光費37万8,000円を追加し、2,593万円は、12節役務費におきまして手数料43万

2,000円の増となっておりますけれども、説明資料55ページに記載のとおり、留真温泉施設

内の温泉水配管清掃による内容のものでございます。また、13節委託料５万4,000円の更正

減につきましては、事業確定によります執行残でございます。 

 ３目工業対策費14万9,000円を減額し、114万7,000円は、事業実績見込み精査によります

減額補正の内容でございます。 

 次の32ページをお開き願います。８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費26万

9,000円を減額し、2,217万9,000円は、事業確定によります執行残補正の内容でございます。 

 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費82万2,000円を減額し、8,397万2,000円、２目道路

維持事業費14万1,000円を減額し、5,908万7,000円、３目道路建設補助事業費4,057万

9,000円を減額し、２億1,152万1,000円は、いずれの目も事業確定に伴います執行残補正の

内容でございますけれども、３目道路建設補助事業費におきます13節委託料136万5,000円

の増額補正のうち、路面性状調査委託料200万円の増額補正につきましては説明資料55ペー

ジに記載のとおり町道厚内上厚内線の調査でございまして、次年度に繰り越す予算の内容

となるものでございます。 

 ４項都市計画費、１目都市計画総務費２万8,000円を減額し、11万4,000円、２目公共下

水道費739万6,000円を減額し、２億2,097万3,000円は、いずれの目も事業実績見込み精査

によります減額補正の内容となるものであります。 

 ３目公園緑地管理費24万7,000円を減額し、963万5,000円は、事業の確定によります執行

残補正の内容でございます。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費217万5,000円を減額し、5,082万2,000円は、人件費と事業

の実績見込みの精査による補正の内容でございますけれども、11節需用費40万円の追加は

町営住宅の給湯器修繕に伴います40万円の増額の内容でございます。また、13節委託料20万

9,000円の更正減、15節工事請負費39万8,000円の更正減、19節負担金、補助及び交付金172万

5,000円の更正減は、いずれも事業確定に伴います減額補正で、説明資料55ページから56ペ

ージ及び追加資料７ページに記載のとおりでございます。 

 ２目公営住宅建築費365万4,000円を減額し、１億4,167万8,000円は、事業の確定により

ます執行残補正の内容でございます。 

 ９款１項消防費、１目常備消防費198万2,000円を減額し、２億905万3,000円は、19節負

担金、補助及び交付金の内容で、東十勝消防事務組合負担金本部共通費８万6,000円の更正

減、浦幌消防署費189万6,000円の更正減の内容でございます。 

 次の34ページをおめくりいただきたいと思います。２目非常備消防費461万6,000円を減

額し、2,077万円は、19節負担金、補助及び交付金で東十勝消防事務組合負担金浦幌消防団
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費にかかわるものでございます。 

 ３目消防施設費238万9,000円を減額し、1,090万6,000円は、同じく19節負担金、補助及

び交付金にかかわるもので、東十勝消防事務組合負担金浦幌消防施設費にかかわるもので

ございます。 

 １目から３目の消防施設費までの内容につきましては、東十勝消防事務組合負担金に係

るものでございますので、その内容については参考で説明を申し上げたいと思います。38ペ

ージをごらんおき願います。参考、東十勝消防事務組合一般会計予算（浦幌町分）となっ

てございます。２、歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目消防負担金898万7,000円

を減額し、２億4,072万9,000円でございますけれども、この本部共通経費から消防施設費

にかかわりますそれぞれの内容となっているもので、説明資料56ページに記載のとおりの

事業実績見込みによるものでございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項１目手数料10万4,000円を追加し、11万4,000円につきまし

ては、危険物の取り扱い手数料が増額となるもので、説明資料56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目財産貸付収入９万円を追加し、104万1,000円は、

住宅の貸付料の増額補正の内容で、説明資料56ページに記載のとおりでございます。 

 ５款諸収入、１項１目雑入６万円を追加し、６万5,000円は、説明資料56ページに記載の

とおり、救急救命士の追加講習に伴います負担のものでございます。 

 ３、歳出、２款消防費、１項常備消防費、５目浦幌消防署費164万2,000円を減額し、２

億352万3,000円は、実績見込み精査による減額でございまして、人件費等それぞれの内容

となっております。説明資料57ページから58ページに記載のとおりでございます。 

 ２項非常備消防費、４目浦幌消防団費461万6,000円を減額し、2,077万円は、実績見込み

精査による減額補正の内容で、説明資料57ページから58ページに記載のとおりとなってい

るものでございます。 

 次、40ページをお開き願いたいと思います。３款１項消防施設費、４目浦幌消防施設費

238万9,000円を減額し、1,090万6,000円は、事業確定によります執行残の減額補正の内容

となっているものでございます。 

 参考の38ページに戻っていただきまして、それぞれ歳入にかかわります浦幌署費189万

6,000円、消防団費461万6,000円、消防施設費238万9,000円の減額の補正につきましては、

本補正の33ページから34ページにかけます１目から３目消防施設費238万9,000円の更正減

の内容の根拠となるものでございます。 

 同じく34ページをごらんおき願います。４目災害対策費906万6,000円を減額し、３億

5,317万6,000円につきましては、事業の実績見込み精査及び事業の確定によります執行残

の内容でございますけれども、13節委託料344万3,000円の更正減につきましては事業の確

定によります執行残の内容でありまして、調査設計測量の委託、また地域防災計画の見直

し業務の委託の内容でございます。14節使用料及び賃借料の17万3,000円の増額補正につき



- 54 - 
 

ましては、防災行政無線の整備に当たりまして上厚内にございますＮＴＴの上厚内中継局

をお借りした中での無線の整備を図る内容となっておりまして、その上厚内ＮＴＴ中継局

にかかわりますその局舎の一部使用料と、また局舎までに至る道路の使用料にかかわりま

す内容として合計して17万3,000円の増額補正の内容となるものでございます。また、15節

工事請負費210万円の更正減、18節備品購入費369万6,000円の更正減につきましては、事業

の確定によります執行残の内容でございまして、それぞれ説明資料58ページに記載のとお

りとなっているものでございます。 

 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。 

 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 私のほうから２つほどちょっとお聞きしたいと思います。 

 30ページの農業費、道営土地改良事業費の中浦幌地区担い手支援型畑総の関係ですが、

説明書を見ると事業費が１億、変更後のやつが1,207万4,000円と、事業量が排水路が670メ

ーターの実績が36.5メーターということですので、非常に減額されているということで、

何か理由があったのかどうかお聞きしたい。 

 それから、もう一つ、土木費の道路建設補助事業費の繰越明許費です。厚内上厚内線の

路面の調査について、これは調査終わった後いつごろ実施、オーバーレイするのか、ちょ

っと工事やるのか、その辺いつごろやられるかお聞きしたい。よろしくお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 ただいまご質問ありました１点目の道営の中浦幌地区担い手支援型畑地

帯総合整備事業の排水路の関係でございますが、当初予算では670メーターということでご

ざいましたが、現地の状況から実績として36.5メーター、633.5メートルの減ということで、

これにつきましては実情として、実績として減ったというふうなことでございまして、こ

れが他の事業に振り分けたとか、そういうふうなことではございません。 

〇田村議長 施設課長。 

〇新川施設課長 ２つ目の道路建設事業の繰越明許に係る路面性状の調査委託料というこ

となのですけれども、これ繰越明許費で、先ほど総務課長のほうから説明していただきま

したけれども、国の緊急対策事業ということで、通常でしたら繰越明許費自体が確定した

ものを翌年度へ繰り越すという形なのですが、これにつきましては国の特別対策重点施策

ということで未契約繰り越しということで、４月以降に契約して、それから事業を行って

確定するというような形になっています。それで、これなのですけれども、形としまして

は４月以降の契約ということで、恐らく担当の話では三、四カ月かかるのではないかとい

うお話です。今これにつきまして補助をもらった中身でまず調査をしまして、どういうよ

うな状況かというのを調査するということで、この後工事自体はいつということは時期的

に計画的にはまだ行っていませんが、悪い状況があればそれはもしかすると補正対応とか
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いうこともあるかもしれません。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 中浦幌地区の排水路、これは多分要望あって計画されているものだと思うの

ですけれども、実質実績が36.5メーターだと、ただそれだけの理由でいいのかどうか、も

うちょっと詳しく何かあったのかどうか、その辺もう少しお聞きしたいと思いますけれど

も。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 当初この事業は今年度が最終年次でございまして、平成24年度で当初そ

のような形の中で事業計画を組んでおりましたが、実質的にはこのメーター数でよかった

と。地元の当初の意向というものと、実際計画時の意向と現時点での事業実施時の意向と

いうところの差だというふうに考えていただきたいと思います。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 地籍事業についてちょっとお聞きします。 

 チプネオコッペ地区で地籍が確定していなかった、隣同士で、その今後の対応、それと

家の並びが全部道道にかかっていたという件に対して今後町は北海道なりと何か、地元と

の間に入って話しするとか、そういう意向はあるのかどうかお聞きします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 個人情報にかかわることですので、私からそれに抵触しないような形の

ものをご説明させていただきます。 

 今年チプネオコッペは24年度で完了ということで、今閲覧まで終わりました。その中身

でおっしゃったところにつきましては、筆界未定という、そういう形で要は線引きはしま

せんよと、登記も線引きした形ではならないというような、筆界未定という形でそれはさ

せていただくような形になります。 

 それと、もう一つの道道ですか、一部かかるところありますが、それについては今すぐ

工事は、道道のほうであそこは用地は使うということがないということで、皆さんご承知

の中身で、一応閲覧をしていただいているという形です。 

〇田村議長 差間議員、時間が到達したので、休憩後にお受けしたいと思います。 

 審議の途中でありますけれども、ここでお諮りをいたします。本日、東日本大震災発生

から丸２年が経過いたしました。ついては、犠牲になられた方々に対する弔意表明のため

午後２時46分に黙祷が行われますので、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。 
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 よって、暫時休憩をいたします。 

 

午後 ２時４３分  休憩 

午後 ３時００分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 差間議員からの質疑、差間議員。 

〇差間議員 地籍調査の件ですけれども、筆界未定ということは了解しました。 

 それと、先ほども申し上げたのですが、チプネオコッペ一帯に住んでいる方たちは国有

地から町有地に払い下げを受ける前に実態としてあそこに住んでいた人たちばかりなの

で、道路との関係がどうなっていたのかはわからないですけれども、あそこに住んでいら

っしゃる方はやっぱり皆さん道路用地と自分の土地の境界についてはかなりびっくりされ

ていたようで、私の親の家もやっぱりそういうような状況になっております。これ今後と

もあの並び一帯が全部そういうことであるなら、いずれは北海道のほうとも話し合いして

いかなければならないと思いますので、町のほうもこの部分の話し合いについて入ってい

かなければならないと思います。その点についてもう一度質問いたします。 

 それと、ただいま黙祷をささげたのですけれども、津波、消防費ということで関連、ち

ょっと質問いたします。前回の地震のときに厚内の消防分遣所の方が夜通し電気をつけて

おいてくれて、私自身も町内を車でぐるぐる回ってみたのですけれども、やはりあの地点

で電気がつけられているということは非常に住民として安心するような状況だったと思い

ます。ただ、厚内はすぐ停電になったのですけれども、町のほうではその厚内の停電の状

況をいつつかまえたのか。というのは、私ずっとラジオ聞いていたのですけれども、浦幌

町の停電の様子が地名として上厚内という言葉しか聞こえてこなかったものですから、そ

の点で浦幌の町として停電をいつつかまえたのか。 

 それと、厚内が停電になっている間ああやって消防の方が電気をつけていてくれた、そ

れは大変精神的にも助かる状況だったのですけれども、住民の方に今の浦幌町の状態はこ

うですよといったアナウンスなりなんなり、時間が時間ですから、かなり難しいとは思う

のですけれども、何か方法がないかどうか、関連としてちょっと質問いたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 今の道道との関係でございますが、土現のほうも、土現というか、今建

設管理部になりましたけれども、そちらのほうも今回地籍調査に入って初めて自分の用地

がどこまでということを承知したということで、所有者と同様です。それで、今閲覧終わ

って認証、登記という形になりますが、建設管理部のほうはこの先そこをすぐ改良して土

地を渡して壊してくださいとか、そういう話でもありませんので、ただ形わかりませんが、
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道路の占用とか、もしかするとそういうような形にしようかなという話もしてございまし

たが、ちょっと形わかりません。その辺の協議は、これからしていくという形を町のほう

にも伝えておりますので、町のほうも建設管理部も所有者の方にもそれはお伝えするとい

うような形になっておりますので、それは今後とも協議という形になると思います。 

〇田村議長 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ２点目の消防費にかかわっていわゆる防災の対応ということでのご質問

の中で、実際の停電の対応の分としてあったかと思います。今般の中部地震にかかわりま

して、おっしゃるとおり厚内がすぐ停電になったということにつきまして、実際に北電と

市町村との連絡網というのを現在構築されておりまして、従前は細かいところまではなか

ったのですけれども、これは北電のほうからそういう要請もございまして、それが昨年の

うちにそういった連絡網を整備しようということがございまして、それに基づいて今般も

すぐ北電のほうから停電については電話連絡がございました。ただ、手元に資料持ってき

ておりませんので、細かい時間までちょっとあれですけれども、申し上げることはできま

せんけれども、記憶といたしましては停電となったと同時に北電さんのほうから連絡がご

ざいました。その状況もるるご説明いただいた中で、復旧についてもいつの時点になるの

かといった等のやりとりも何回かさせていただいた中で復旧があったというふうに記憶し

ています。このことにつきましては、実際のところ停電ですので、何か情報を伝えるのに

いい方法がないかなということで確かにこちらも考えあぐねた部分もございます。今現在

あるのが電気を電源といいますか、源としておりますので、停電になるとそういった情報

が出せないというか、つながらないというのが１点ございます。そういった中で仮につな

がったとしても、無線におけるサイレン吹鳴等というのは従前は避難をしていただく場合、

有事の場合ご連絡を申し上げると、火災も含めて、そういった状況がありましたので、仮

にそれを吹鳴をしたとしても逆に間違って避難をしてけがでもするような状況、また夜中

ですし、そういった状況もありますし、これは一体どうなのかなという心配もございまし

た。このことについては、一つの課題であるなということを踏まえた中で、厚内地区の津

波避難計画にかかわります住民意見交換会の中でも実際にその話をさせていただいて、い

ろんな意見がございました。その中には、消防団の方にご協力をいただいてそういう情報

を伝えることも一つの方法ですといったことなり、また自主防災組織というのができ上が

れば連絡網というのもまた成り立っていくのかなというようなことで、これは今後の課題

として捉えた中でそういったことも含めて検討していきたいというふうなことも話をさせ

ていただきました。いずれにいたしましても、停電のときには電気が通っておりませんの

で、その手だてとしてどういうことがあるかということを踏まえて今後も検討してまいり

たいというふうに思っているところでございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 全く私たち地区に住んでいる人間の責任も大きいと思いますが、今課長のお

っしゃられた自主防災組織を早くつくるという、これがやっぱり最も大事なことだと思い
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ます。それで、こういったことについて地区にアナウンスしてほしいと思います。 

 それと、今回の地震のときやっぱり、私これ話し合いのときに何回も何回も申し上げて

いるのですけれども、私たちの住む地区、自分たちの周りの生活道路だと思っていた道路

が実は避難路だったということがわかってきていると思います。それで、その避難路につ

いてみんなが使えるように、塞ぐようなことはないように、自主防災組織がもしできれば

またこういった勉強もみんなでできると思うのですけれども、その前にこれは繰り返し繰

り返し役場のほうから住民に伝えてほしいのですけれども、自分たちの周りの道路は実は

津波の避難路なのだよ、こういったことをアナウンスしてほしい、この思いがあります。

それについては、何か今後考えているかどうかお聞きいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 津波の避難計画にかかわりましては、それぞれ沿岸の地区にお邪魔をさ

せていただいて、３地区お邪魔をさせていただいて避難計画については地区の皆さんと、

住民の皆さんと一緒に計画を立てていきたいということで進めてきております。そういっ

た中でその意見をいただいた中で調整もしていただいて、今般それがほぼでき上がる形、

ご了解いただいたということで、このことにつきましては避難路と避難のところの場所等

を今後地区の皆様にお知らせをして、やはりそれを覚えていただきたいということが１点

ございます。自分の逃げるところがどこなのだろうということのないように、日ごろから

確認をしていただくことと、どの道を通っていくかということも含めて確認をしていただ

くということについては今後何らかの形でお示しをしていきたいと思いますし、また自主

防災にかかわって地区の皆さんのところにまたお邪魔をさせていただいて、何とか自主防

災についていろんなお話を進めていった中で立ち上げていただければということも含めて

何とか進めていきたいと思っております。そんな中で今おっしゃった分も含めて避難路と

いう今回特定ができましたので、この道路は避難路ですよということを皆さんに周知をし

ていただいて、やはり覚えていただきたいということが第一義にあります。また、それに

伴っては避難路という役割があるということも含めてお話をさせていただきたいなと思っ

ておりますので、何とかその辺についてもご理解とご協力を住民の皆さんにお願いに回り

たいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 林業振興費についてお伺いをしたいと思います。 

 森林整備地域活動支援の交付金、現計が900ヘクタールのところ、確定がゼロヘクタール

ということなのですが、これについて少し詳しく説明をお願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 当初予算では、900ヘクタールを見込んでおりました。これは、国、そし

て道、町がそれぞれ補助金を出し合いまして路網の整備等を行っていただく、民有林所有
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者の方に路網の整備等を、小規模なものですが、行っていただくというふうな事業でござ

いました。しかし、平成23年度まではヘクタール5,000円でございました。国、道、町で補

助いたします金額が合わせてヘクタール5,000円でございました。それが平成24年度から制

度改正によりまして単価が切り下げられまして、ヘクタール2,000円になったということ

で、こうであればやはり事業を行うということになると民有林所有者の方はかなり手出し

になるということの中から、今回希望者がいなかったということで全額更正減させていた

だくという内容でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 24年から単価が下がったということで、こういう900ヘクタールというものに

対しての単価を路網の面積を下げて使う単価を上げるような国に要請をしたりなんかはし

たのでしょうか、しなかったのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 これは、国の制度的なものでございますので、一町村からこれを使いや

すいようにというふうな形の中では行ってはおりません。ただ、いわゆる単価の切り下げ、

そういうふうな形の中で通知されてきますので、これについて市町村からこれを5,000円に

戻しなさいというふうな形の運動はしておりません。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 せっかくこういうお金がついたということで、十勝全体、北海道全体でやは

りそういうできないもののお金はもらっても使えないということではっきり国に私は申請

するべきだと思います。でないと、ただこうやってせっかくやったのにあなた方使わない

から、勝手ではないかというようなことで新年度の予算にも交付金の中にも影響があるの

ではないかと思う。意思表示をはっきりとさせていったほうが、私は国に対して物を言っ

ていったほうがいいと思います。せっかく未来につなぐ森づくりというすばらしいタイト

ルが泣くのではないかと思います。そして、こういう補助事業の何か頭ごなしというので

すか、国の制度が変わってしまうのであれば、やはり全体、十勝全体、北海道全体として

私は何らかの措置をとるべきだと思いますが、いかがお考えでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 今未来につなぐというふうなお話ありました。この補助事業については、

造林関係の事業でございまして、森林整備地域活動支援交付金とはまたちょっと別なもの

というふうに思いますし、ただ森林整備地域活動支援交付金についてこれが今後どうなる

のかということについてはまだ今の時点ではわかっておりませんが、ただいずれにしても

実需者という実際に工事する方にとってはこの2,000円という金額であればやはりできな

いと、この事業として交付金を受けるというふうな形にはならないということはこれでは

っきりわかりましたので、やはりこれについては今後いろんな森林関係の団体もございま
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すので、そういう中で上へ話が上げていかれるような形になっていくものかなというふう

に思います。ただ、これはではいつからとか、そういうふうなお話はできませんけれども、

やはり使い勝手の悪い交付金であるということは実際に現場の声が今後上がっていくのか

なと、森林関係団体から上がっていくような形になっていくものだというふうに思います

し、町長の政務活動の中でもそういう状況があれば捉えて政務活動の中でやっていただけ

るのかなというふうに考えております。 

〇田村議長 福原議員の発言は３回を超えておりますけれども、55条を運用せず、発言を

許します。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 私間違えたつもりもないのですが、路網ということは、もし道路ができてい

なければ、本当に未来につなぐ森づくりがつくれないと思います。これは、一体化された

ものだという解釈で私が言ってしまったのですが、ぜひとも美しい日本をつくるために、

未来に向けてぜひともこういう事業を見逃すことなくきちっと取り上げてこれからの政務

活動に邁進をしていただきたいというふうに思っておりますので。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 森林整備地域活動支援交付金、利用がゼロだということでありまして、単価

が下がったために活用できないということで、この事業については今新しい25年度予算で

どうなるか、国の予算が全く見えないところでありますけれども、まさに単価が下がると

いうことは使いづらいであろうと。これは、作業道の事業でありますから、民間の方が事

業するために必要な部分の作業道路をつくるということでありますから、単価が下がると

いうことはそれだけ負担金がふえてくると、負担金というか、負担がふえるということに

なるのだろうというふうに思います。そういう面では、これから森林づくり、森づくりに

ついてどんな予算がついてくるのかも慎重に見ないとなりませんけれども、できるだけ単

価下げるとかそういうことのないようにこれからの要請活動の中で行ってまいりたいとい

うふうに思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に34ページ、10款教育費、１項教育総務費から

37ページ、６項保健体育費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 34ページをごらんおき願います。10款教育費、１項教育総務費、２目事

務局費18万1,000円を減額し、5,768万9,000円は、人件費にかかわります補正でございます。 

 ２項小学校費、１目学校管理費22万4,000円を追加し、7,633万7,000円は、事業確定によ

る執行残の補正と燃料費高騰に伴います内容となるものでございます。 

 ２目教育振興費99万6,000円を減額し、860万4,000円、５目学校保健費23万5,000円を減
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額し、254万1,000円は、いずれの目も実績見込み精査によります減額補正の内容でござい

ます。 

 ３項中学校費、１目学校管理費247万1,000円を減額し、5,534万9,000円、２目教育振興

費122万6,000円を減額し、937万円、３目特別支援教育振興費43万円を減額し、151万9,000円

は、いずれの目も実績見込み精査によります減額補正の内容でございます。 

 次、36ページをお開き願います。４項幼稚園費、１目幼稚園運営費315万2,000円を減額

し、6,662万1,000円は、人件費の内容でございます。 

 ５項社会教育費、１目社会教育総務費24万2,000円を追加し、3,319万1,000円は、人件費

による内容のものと実績見込み精査による減額補正の内容でございます。 

 ２目公民館運営費53万5,000円を追加し、3,143万9,000円は、実績見込み精査による使用

料及び賃借料の減額でございますけれども、需用費におきましては燃料費は高騰によるも

のと、また修繕料につきましては説明資料59ページに記載のとおり上浦幌公民館の暖房配

管漏水修繕に伴うものでございます。 

 ５目青少年教育費27万8,000円を減額し、328万8,000円は、実績見込み精査によります減

額補正でございます。 

 ７目図書館管理費13万4,000円を追加し、4,055万1,000円は、人件費の減額補正と実績見

込み精査によります補正の内容となっているものでございます。18節備品購入費の図書購

入費にかかわりましては、指定寄附を財源とした購入でございまして、説明資料59ページ

に記載のとおりでございます。 

 ６項保健体育費、１目社会体育総務費５万3,000円を追加し、742万7,000円は、19節負担

金、補助及び交付金において青年等対外競技出場奨励費補助金の内容で、説明資料59ペー

ジに記載のとおり、全道、全国大会出場にかかわります増額補正の内容でございます。 

 ２目社会体育施設費139万3,000円を減額し、7,756万2,000円は、事業実績見込みの精査

によるものでございますけれども、11節需用費におきまして修繕料の100万9,000円の増額

補正につきましては説明資料60ページに記載のとおり十勝地方中部地震によりますスイミ

ングプールの被災修繕に伴うものと総合スポーツセンターの非常放送設備の修繕に伴うも

のでございます。 

 ３目給食センター管理費260万7,000円を減額し、8,870万6,000円は、事業実績見込み精

査による減額補正の内容となるものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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。 

 １番、関井議員。 

〇関井議員 59ページの社会体育総務費の個人の大会の…… 

（何事か声あり） 

〇関井議員 説明資料。各３つの大会が個人に出されていると思うのですけれども、これ

指導者には出ていないですよね。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 この青年等対外競技の出場奨励補助金につきましては、あくまでも出場

する児童生徒等に対する補助金でございます。指導者に対しましては、そういった補助金

等の支出は行っていないところでございます。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 スポーツ振興ということで、ぜひ浦幌町の指導者に対して、結構指導者は実

費とか、結構付き添いも実費で行っている場合が多いので、金額を増額してぜひともそう

いうことでやってほしいと思うのですけれども、どうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 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。 

 中学校の部活動等の対外出場の交付に関しましては、顧問等のそういった旅費について

も支給しているところなのですけれども、この青年等の対外出場の交付金につきましては

現在はそういったところまで、まだそういった中身にはなっていないところでございます。

あくまでも児童生徒に対する出場のための援助ということで行っていますけれども、ただ

いま関井議員からのご質問あった件につきましては即答はできませんけれども、これまで

の経過とか部活動との絡みも踏まえながら調査研究のお時間をいただきたいというふうに

思いますので、ご理解願いたいと思います。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 少年団活動の指導者も実費とか、結構みずから出しているとか多いので、ぜ

ひとも助けてやってほしいなと前から思っていたのですけれども、よろしくお願いします。 

〇田村議長 教育次長。 

〇山本教育次長 青年等対外競技出場奨励補助金につきましても一定程度の基準を持ちな

がら、これまでも段階的にまず児童生徒の出場のそういった環境整備ということで進めて

きたところでございます。そういったところで今関井議員からご質問ありました指導者に

対しましては、現在のところはなっていないということで先ほどからも申し上げていると

ころなのですけれども、あくまでもそういったところの見直しにつきましては現在は即答

できませんので、お時間等いただく中でいろんなものを精査させていただきたいというふ

うに思いますので、ご理解のほどお願いいたします。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 ここで一般会計補正予算全体を通じての質疑を許します。質疑はありません

か。 

 ２番、差間議員。 

〇差間議員 ただいまの教育費に関連すると思うのですけれども、中学生の歴史教育の中
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で財団法人アイヌ文化、正式名称はちょっと言えないのですけれども、僕らは機構、機構

と言っているのですけれども、その副読本を浦幌町でも利用していると思うのですが、そ

の副読本の教育の中での位置についてお聞きいたします。どういった状態で使われている

か。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいま差間議員からのご質問の件だったのですけれども、中学校とい

うことのご質問の内容だったのですけれども、現在私が今把握している状況の中でいいま

すと、手持ちの資料がない状況でございます。小学校に関しましては、３、４年生の副読

本の中で町がつくったものの中では授業で生かしているわけなのですけれども、中学校に

関しましては今手持ちの資料がないということとそちらに関しましてのご説明がきちんと

できないものですから、申しわけありませんけれども、ご理解のほどお願いしたいと思い

ます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 実は、道議会でも国の参議院でも大変問題になった副読本でありまして、小

学校の状況ではどういったふうに教材、歴史の理解の中でどういった扱いを受けてその教

材が、副読本が使われているかご返答いただきたいのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問ですけれども、小学校につきましては社会科の中の全

体の中で２年前に副読本を作成しまして、その中では浦幌町の歴史も踏まえながら全体的

な社会科の中ということで説明はさせていますけれども、詳細につきましては現時点では

手元に資料がないものですから、申しわけございませんけれども…… 

（「財団の教科書」の声あり） 

〇山本教育次長 財団の教科書ですか。今私のほうから説明申し上げたのは、町がつくっ

ております副読本の内容でございまして、財団のものに関しましてはそういったところで

今ご説明ができないような状況であるということで、大変申しわけありませんけれども、

ご理解のほどお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 いつこの質問をしようか実はずっと迷っていたのですけれども、財団のつく

っている編集しました副読本が町内ではどういう扱いを受けて使われているかということ

をお聞きしたかったのです。歴史認識といたしまして私どもは、北海道は、もちろん千島

全部含めて、千島樺太交換条約の例を引っ張ってみてもこれあくまでも日本の領土であっ

て、千島全部ですね、そういった認識を持って見ているのですけれども、事アイヌに関し

まして、これロシアと日本の間の条約が結ばれた当時の国際法の常識としても国境を策定

するのは国と国です。でも、その中に住んでいる人との間でお話をするのは別な話だとい
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うふうに僕らはつかまえております。それで、財団のつくっている副読本が浦幌町内では

どういう扱いを受けているか、それを非常に、これは全道の問題なものですから、改めて

また質問し直しますので、よろしくご返答ください。よろしくお願いいたします。改めて

質問いたします。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 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11号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１７ 議案第１２号 

〇田村議長 日程第17、議案第12号 平成24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。 

〇亀山産業課長 それでは、41ページをごらん願います。議案第12号 平成24年度浦幌町

町有林野特別会計補正予算。 

 平成24年度浦幌町の町有林野特別会計補正予算（第３回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ113万6,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ8,328万8,000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25年３月11日提出、浦幌町長。 

 42ページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正は説明を省略させていただきま

す。 

 43ページをごらん願います。歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括は説明を省略さ

せていただきます。 

 44ページをごらん願います。２、歳入、２款財産収入、２項財産売払収入、１目不動産

売払収入305万3,000円を追加し、2,680万3,000円、立木売払収入は確定見込みにより305万
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3,000円を追加するものでございます。 

 ３款繰入金、２項１目基金繰入金443万9,000円を減じ、計ゼロ円、工事請負費の減額に

より基金繰入金443万9,000円を更正減するものでございます。 

 ５款諸収入、１項１目雑入25万円を追加し、25万1,000円、雑入は特別高圧送電線付近支

障立木伐採補償費の増加及び消費税の確定申告に伴う還付金により25万円を追加するもの

でございます。 

 45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666万4,000円を追加し、

2,231万円、７節賃金５万円、12節役務費２万円、13節委託料21万6,000円の更正減は、い

ずれも実績見込みによるものでございます。25節積立金695万円は、町有林野事業基金への

積み立てでございます。 

 ２款１項財産造成費、１目造林費780万円を減じ、5,205万円、11節需用費29万9,000円、

13節委託料52万7,000円の更正減は、いずれも実績見込みによるものでございます。15節工

事請負費684万2,000円の更正減は、造林地ごしらえ区域の実測測量等による事業地面積の

2.83ヘクタール減少によるものと入札執行残によるものでございます。16節原材料費13万

2,000円の更正減は、実績見込みによるものでございます。 

 以上で補正予算の説明を終わらせていただきますので、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。 

 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 １点質問いたします。 

 この説明資料にもありますけれども、薬剤が道より１回しか配分されなかったと、当初

２回のものが１回しか配分されなかったということでありますけれども、この１回しか配

分されなかった理由というのがなぜ１回しか配分されなかったのか、もともと２回必要で、

例えば道からされなくても必要であるならば林業振興としてきちっと町としてまた出して

いくべきだろうと思いますし、この辺の説明がいま一つ不明でありますので、詳細を求め

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 この野そ駆除に係る薬剤につきましては、北海道が農薬会社に前年に数

量取りまとめて発注していることになっているのですが、たまたま平成24年度はそれが十

分に、実際に需要と供給のバランスでいうと需要のほうが多かったと、当初取りまとめよ

りも実績として需要が多くなったということから、町としては２回散布したいという予定

でおりましたが、これがやはり民有林所有者の方も散布の予定でございます。そういう中

で浦幌町森林組合との協議の中で民有林所有者に対する薬剤の散布を優先すべきというこ

とで、町については１回の散布のみというふうな形の中で行ってきたものでありまして、

やはり民有林所有者の方に、均等に案分して割るという方法もあるわけですが、削減する

という方法もあるわけですが、やはりせっかく民有林所有者の方が意欲を持って散布した
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いという意向であれば、そちらを削ってまで町有林をやるということにはならないだろう

ということの判断の中から、民有林所有者の方の分を優先したということで、町としては

１回分であったということでございます。ただ、前年度の取りまとめの状況、前年度末ま

でに道では薬剤の量を取りまとめますが、実態として民有林所有者の方も含めて実際に購

入希望が多かったということの中で北海道としては調整したという中でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 要するに全体で100のものが民有林の人が多かったから、要するに50、50で２

回に分けてやろうとしたけれども、１回目に散布する民有林の方々が多かったので、やっ

ぱりそういう気持ちを持ってやろうとする民有林の人方は優先的ということで、町を削っ

てでも民有林のほうに向けたということはいいというか、わからなくもないのですが、で

あれば、だから更正減になっているわけですよね。だから、民が多くて民に全部行ったの

であれば、残ったもの全部町のほうに向ければいいし、それも民が多くても町有林だって

町の財産なわけだから、２回必要なのであれば、これは町が補正してでもやっぱりきちっ

と山の管理はすべきだと思うのです。しなければならないことはしなければならないと思

うので、今言うその民にという、要するに必要なものが行っているのであれば更正減にな

らないと思うのですけれども、この辺の部分がちょっといま一つ今の説明ではわからなか

ったので、いま一度そうしたらお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 ちょっと説明が下手で申しわけありません。まず、１つ、この薬剤の製

造には北海道が取りまとめた上で、それは公有林も民有林の分も森林組合通じて希望数量

取りまとめます。それによって北海道が取りまとめた数量で農薬会社が製造します。野ネ

ズミ駆除の薬剤を製造します。ただ、実際にその昨年の取りまとめ状況、一昨年ですか、

一昨年度の取りまとめ状況よりも実需として多くなってしまったと、森林組合が改めて取

りまとめた段階で。そういう中で公有林もあったかもしれません。それは、総体ですので、

わかりませんけれども、ただその中で実際に浦幌の森林組合に、これは町有林も含め、民

有林も含めて森林組合に薬剤は入ってくるわけなのです。それで、そういう中でまず実際

よりも散布希望が多くなってしまったということで薬剤が足りないという状況が生まれま

した。そういう中で今度浦幌の森林組合のほうに配分が来た量が総体的に減らされている

という中で、そういう中で森林組合と町の間で協議して、これは民有林の方、せっかく取

りまとめて、意欲持って散布しましょうという意欲があるわけですから、これを最優先し

ます。そして、町についてはまだ１回分は何とかまけますと、ただ２回分をまくだけの薬

剤は配分されていませんと、そういう中で町は２回まくところを１回だけにしますと、そ

ういうことで薬剤は買わないで済んだということで今回更正減すると。もちろんそういう

ことですので、これは森林組合との話し合いの中でやはり町絶対２回まかなければならな

いから、民有林の分削ってでも２回まくのだということにはちょっとならないということ
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で、森林組合と話した中では一律に何％カットという方法もないわけではないのだけれど

も、それだと民有林所有者の方に迷惑かかるということで、町としてはそうであればうち

が１回やめることによって民有林所有者の方の希望を全量賄えるということでしたので、

そうであればそのようにして町としては１回だけで終わらしましょうということで整理し

たということで今回薬剤代については更正減するという内容でございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第12号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１８ 議案第１３号 

〇田村議長 日程第18、議案第13号 平成24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。 

〇小路谷町民課長 46ページをお開きください。議案第13号 平成24年度浦幌町国民健康

保険事業特別会計補正予算。 

 平成24年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第４回）は次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,503万6,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ９億2,809万7,000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25年３月11日提出、浦幌町長。 

 47ページの第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略させていただきます。 

 49ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましても省略をさせていた

だきます。 

 今回の補正予算につきましては、後期高齢者支援金、前期高齢者納付金、介護納付金、
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共同事業拠出金の額の確定及び執行見込みによります増額、減額が主なものでございます。 

 51ページをごらんください。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600万円を追加し、２億950万円、１節医療給付費分現年課税分300万円の追加、

３節介護納付金分現年課税分100万円の追加、４節医療給付費分滞納繰越分200万円の追加。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税100万円を追加し、660万4,000円、１節医療給付費分

現年課税分50万円の追加、３節介護納付金分現年課税分50万円の追加。 

 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2,023万7,000円を減額し、

１億4,922万4,000円、１節現年度分2,023万7,000円の減額、療養給付費等負担金1,892万

8,000円の減額、介護納付金負担金130万9,000円の減額。 

 ２目高額医療費共同事業負担金80万1,000円を追加し、683万9,000円、１節高額医療費共

同事業負担金80万1,000円の追加。 

 ２項国庫補助金、１目財政調整交付金2,663万3,000円を減額し、517万6,000円、１節財

政調整交付金2,663万3,000円の減額でございます。 

 52ページをごらんください。３目高齢者医療制度円滑運営事業費補助金11万8,000円を追

加し、11万8,000円、１節高齢者医療制度円滑運営事業費補助金11万8,000円の追加。 

 ３款１項１目療養給付費等交付金1,539万8,000円を追加し、5,271万6,000円、１節現年

度分1,539万8,000円の追加、療養給付費等交付金1,539万8,000円の追加。 

 ４款１項１目前期高齢者交付金32万3,000円を減額し、１億7,987万1,000円、１節前期高

齢者交付金32万3,000円の減額。 

 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80万1,000円を追加し、

683万9,000円、１節高額医療費共同事業負担金80万1,000円の追加。 

 ２項道補助金、１目財政調整交付金325万1,000円を減額し、3,962万8,000円、１節財政

調整交付金325万1,000円の減額。 

 ６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金１万6,000円を減額し、２万

1,000円、１節利子及び配当金１万6,000円の減額でございます。 

 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740万2,000円を追加し、

3,040万2,000円、１節高額医療費共同事業交付金740万2,000円の追加でございます。 

 ２目保険財政共同安定化事業交付金2,663万2,000円を減額し、7,436万8,000円、１節保

険財政共同安定化事業交付金2,663万2,000円の減額。 

 ８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、１節保険基盤安定軽減分繰入金

129万5,000円の減額、２節保険基盤安定支援分繰入金42万8,000円の減額、３節その他一般

会計繰入金2,151万7,000円の追加。 

 10款諸収入、３項雑入、１目一般被保険者返納金32万3,000円を追加し、32万4,000円、

１節返納金32万3,000円の追加。 

 ５目雑入41万9,000円を追加し、44万4,000円、１節雑入41万9,000円の追加でございます。 

 54ページをごらんください。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費
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15万7,000円を減額し、4,063万5,000円、７節賃金７万7,000円の減額、11節需用費１万

7,000円の追加、消耗品9,000円の追加、印刷製本費8,000円の追加、12節役務費10万1,000円

の追加、通信運搬費10万1,000円の追加、13節委託料７万8,000円の減額、共同電算事務処

理業務委託料７万8,000円の減額、19節負担金、補助及び交付金14万1,000円の減額、国保

保険者ネットワークシステム負担金14万1,000円の減額、25節積立金２万1,000円の追加、

国民健康保険事業基金積立金２万1,000円の追加。 

 ２項徴税費、１目賦課徴収費16万1,000円を減額し、221万3,000円、19節負担金、補助及

び交付金16万1,000円の減額、これは十勝市町村税滞納整理機構負担金分16万1,000円の減

額。 

 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2,768万2,000円を減額し、

４億6,431万8,000円、19節負担金、補助及び交付金2,768万2,000円の減額、一般被保険者

療養給付費保険者負担金分2,768万2,000円の減額でございます。 

 ２目退職被保険者等療養給付費451万1,000円を追加し、3,651万1,000円、19節負担金、

補助及び交付金451万1,000円の追加、退職被保険者等療養給付費保険者負担金451万

1,000円の追加。 

 ３目一般被保険者療養費50万1,000円を減額し、213万9,000円、19節負担金、補助及び交

付金50万1,000円の減額、一般被保険者療養費払い50万1,000円の減額。 

 ４目退職被保険者等療養費11万4,000円を減額し、６万6,000円、19節負担金、補助及び

交付金11万4,000円の減額、退職被保険者等療養費払い11万4,000円の減額。 

 ５目審査支払手数料17万3,000円を減額し、143万6,000円、12節役務費17万3,000円の減

額、審査支払手数料17万3,000円の減額でございます。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費812万円を減額し、5,188万円、19節負担

金、補助及び交付金812万円の減額、一般被保険者高額療養費払い812万円の減額。 

 ２目退職被保険者等高額療養費59万円を追加し、869万円、19節負担金、補助及び交付金

59万円の追加、退職被保険者等高額療養費払い59万円の追加。 

 ３目一般被保険者高額介護合算療養費95万7,000円を減額し、４万3,000円、19節負担金、

補助及び交付金95万7,000円の減額、一般被保険者高額介護合算療養費95万7,000円の減額

でございます。 

 56ページをごらんください。４目退職被保険者等高額介護合算療養費10万円を減額し、

ゼロ、19節負担金、補助及び交付金10万円の減額。 

 ５項葬祭諸費、１目葬祭給付費12万円を減額し、８万円、19節負担金、補助及び交付金

12万円の減額、葬祭費払い12万円の減額でございます。 

 ３款１項１目後期高齢者支援金５万7,000円を追加し、１億722万6,000円、19節負担金、

補助及び交付金５万7,000円の追加、後期高齢者支援金５万7,000円の追加。 

 ４款１項１目前期高齢者納付金１万5,000円を減額し、９万9,000円、19節負担金、補助

及び交付金１万5,000円の減額、前期高齢者納付金１万5,000円の減額。 
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 ６款１項１目介護納付金６万4,000円を減額し、5,134万8,000円、19節負担金、補助及び

交付金６万4,000円の減額、介護納付金６万4,000円の減額でございます。 

 ７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業拠出金320万4,000円を追加し、

2,735万9,000円、19節負担金、補助及び交付金320万4,000円の追加、高額医療費共同事業

拠出金320万4,000円の追加。 

 ３目保険財政共同安定化事業拠出金522万2,000円を追加し、9,521万4,000円、19節負担

金、補助及び交付金522万2,000円の追加、保険財政共同安定化事業拠出金522万2,000円の

追加でございます。 

 ８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費50万円を減額し、386万7,000円、13節

委託料50万円の減額、特定健診等委託料50万円の減額。この委託料につきましては、当初

500名を予定しておりましたが、執行見込みで445名ほどになる見込みから減額するもので

ございます。 

 ２項保健事業費、１目保健衛生普及費４万4,000円を追加し、266万1,000円、13節委託料

４万4,000円の追加、総合検診業務委託料35万8,000円の減額。この委託料につきましては、

当初110名を予定しておりましたが、実績で89名となることから減額するものです。インフ

ルエンザ予防接種委託料40万2,000円の追加。この委託料につきましては、北海道国民健康

保険特別調整交付金の対象となるため、一般会計より予算の組み替えをするものでござい

ます。 

 補正予算の内容につきましては、説明資料の62ページから66ページに記載のとおりでご

ざいます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第13号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１９ 議案第１４号 

〇田村議長 日程第19、議案第14号 平成24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。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 58ページをお開きください。議案第14号 平成24年度浦幌町介護保険

特別会計補正予算。 

 平成24年度浦幌町の介護保険特別会計補正予算（第５回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ468万6,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ６億3,308万4,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成25年３月11日提出、浦幌町長。 

 59ページの第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略させていただきます。 

 61ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましても省略させていただ

きます。 

 今回の補正予算につきましては、調整交付金の確定及び執行見込みによります補正でご

ざいます。 

 62ページをごらんください。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100万円を追加し、8,911万6,000円、１節現年度分100万円の追加、第１号被保険者

介護保険料現年度分100万円の追加でございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金22万4,000円を減額し、9,859万

5,000円、１節現年度分22万4,000円の減額、介護給付費国庫負担金22万4,000円の減額。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金458万7,000円を減額し、4,772万1,000円、１節調整交

付金458万7,000円の減額。 

 ２目地域支援事業交付金103万5,000円を減額し、344万3,000円、１節介護予防事業現年

度分16万6,000円の減額、２節包括的支援事業・任意事業現年度分86万9,000円の減額。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金22万4,000円を追加し、8,746万

2,000円、１節現年度分22万4,000円の追加、介護給付費道負担金22万4,000円の追加でござ

います。 

 ３項道補助金、１目地域支援事業交付金51万7,000円を減額し、172万1,000円、１節介護

予防事業現年度分８万3,000円の減額、２節包括的支援事業・任意事業現年度分43万4,000円

の減額。 

 ４款１項支払基金交付金、２目地域支援事業交付金19万2,000円を減額し、224万円、１

節現年度分19万2,000円の減額、地域支援事業交付金19万2,000円の減額でございます。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金130万8,000円を減額し、１億2,530万

4,000円、２節地域支援事業繰入金51万7,000円の減額、介護予防事業繰入金８万3,000円の

減額、包括的支援事業・任意事業繰入金43万4,000円の減額、３節職員給与費等繰入金50万
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2,000円の減額、４節事務費繰入金28万9,000円の減額でございます。 

 ２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金195万3,000円を追加し、195万3,000円、１

節介護給付費準備基金繰入金195万3,000円の追加でございます。 

 64ページをごらんください。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費

50万2,000円を減額し、1,832万2,000円、３節職員手当等50万2,000円の減額、期末勤勉手

当の減額でございます。 

 ３項１目介護認定審査会費28万9,000円を減額し、538万円、12節役務費28万9,000円の減

額、手数料でございます。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス等給付費125万円を追

加し、１億5,306万2,000円、19節負担金、補助及び交付金125万円の追加、居宅介護サービ

ス等給付費保険者負担金125万円の追加でございます。 

 ３目地域密着型介護サービス等給付費125万円を追加し、１億203万円、19節負担金、補

助及び交付金125万円の追加、地域密着型介護サービス等給付費保険者負担金125万円の追

加でございます。 

 ６目住宅改修費200万円を減額し、200万円、19節負担金、補助及び交付金200万円の減額、

住宅改修費保険者負担金200万円の減額でございます。 

 ７目審査支払手数料５万円を追加し、49万2,000円、12節役務費５万円の追加、審査支払

手数料５万円の追加。 

 ３項１目高額医療合算介護サービス等費55万円を減額し、185万円、19節負担金、補助及

び交付金55万円の減額、高額医療合算介護サービス等費負担金55万円の減額。 

 ４款１項地域支援事業費、１目介護予防事業費66万4,000円を減額し、679万1,000円、７

節賃金21万円の減額、12節役務費１万6,000円の減額、通所型介護予防事業参加者傷害見舞

金制度保険料１万6,000円の減額でございます。13節委託料25万2,000円の減額、同じ通所

型介護予防事業委託料25万2,000円の減額、14節使用料及び賃借料18万6,000円の減額、自

動車借り上げ料18万6,000円の減額でございます。 

 ２目任意事業費143万6,000円を減額し、338万9,000円、20節扶助費143万6,000円の減額、

介護用品給付費88万6,000円の減額、家族介護慰労金55万円の減額でございます。 

 ３目包括的支援事業費76万4,000円を減額し、2,714万3,000円、８節報償費５万円の減額、

９節旅費11万5,000円の減額、普通旅費でございます。13節委託料56万8,000円の減額、介

護予防プラン作成委託料56万8,000円の減額でございます。19節負担金、補助及び交付金３

万1,000円の減額、北海道ケアマネジャー連絡協議会負担金１万円、会議等参加負担金２万

1,000円のそれぞれの減額でございます。 

 66ページをごらんください。５款１項基金積立金、１目介護給付費準備基金等積立金

103万1,000円を減額し、ゼロ、25節積立金103万1,000円の減額、介護給付費準備基金積立

金103万1,000円の減額でございます。 

 補正予算の内容につきましては、説明資料の67ページから69ページに記載のとおりでご
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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14号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２０ 議案第１５号 

〇田村議長 日程第20、議案第15号 平成24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 67ページをごらんいただきます。議案第15号 平成24年度浦幌町浦

幌町立診療所特別会計補正予算。 

 平成24年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計補正予算（第５回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ536万5,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ２億3,986万7,000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25年３月11日提出、浦幌町長。 

 68ページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 また、次のページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましても省略させ

ていただきます。 

 今回の補正予算の内容につきましては、診療報酬収入の実績見込みによる補正並びに歳

出につきましては医師賃金の減額補正が主な内容でございます。説明資料につきましては、

70ページになります。 

 70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
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繰入金337万円を減額し、5,810万6,000円、１節一般会計繰入金337万円の減額でございま

す。 

 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入204万1,000円を減額し、１億7,153万円、１節保険診

療収入700万円の更正減から７節診療報酬収入滞納繰越分９万2,000円まで、いずれも実績

見込みによる補正でございます。 

 ２項１目雑入４万6,000円を追加し、７万円、１節雑入４万6,000円の追加。これにつき

ましては、不用品の売却益でございます。 

 ３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費５万2,000円を追加し、4,564万3,000円、

９節旅費８万2,000円の更正減、11節需用費46万円の追加、14節使用料及び賃借料15万、15節

工事請負費11万8,000円、27節公課費、いずれも減額補正でございます。 

 ２目医業費541万7,000円を減額し、１億9,417万4,000円、７節賃金512万6,000円の更正

減、９節旅費50万円の更正減、14節使用料及び賃借料20万9,000円の追加。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ９番、河内議員。 

〇河内議員 ちょっと確認をさせていただきます。 

 雑入の中での説明で不用品の売却ということでの説明がありましたけれども、ちょっと

思い当たらないのですけれども、どういうものの売却があったのかちょっとご説明お願い

します。 

〇田村議長 答弁願います。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 診療所におきましてレントゲンで撮影しましたレントゲンフィルム

を保存しておりますが、これが保存年数を過ぎますと処分しなければならない、捨てなけ

ればならないということです。大量に１年間で結構の量が出ますので、これを処分するの

ですけれども、これに銀が含まれているということで、業者さんはこれを処分はしてくれ

るのですけれども、そういった銀に対するお金を、要は銀を買ってくれるわけなのです。

それで、その購入分を雑入で受けているということでございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第15号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 
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〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２１ 議案第１６号 

〇田村議長 日程第21、議案第16号 平成24年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 72ページをごらんください。議案第16号 平成24年度浦幌町公共下水道

特別会計補正予算。 

 平成24年度浦幌町の公共下水道特別会計補正予算（第４回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ839万7,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ３億5,637万7,000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。 

 （地方債） 

 第２条 地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

 平成25年３月11日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 次のページをお開き願います。第２表、地方債補正、変更、補正後で申し上げます。起

債の目的、下水道事業、限度額2,780万円、公共下水道事業、限度額2,780万円、計2,780万

円、補正前に比べ320万円の減額です。起債の方法、利率、償還の方法、補正前と同じでご

ざいます。 

 次のページの歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括は省略させていただきます。 

 次のページをお開きください。このたびの補正につきましては、下水道使用水量増に伴

う使用料の追加補正と公共下水道改築事業の額の確定による下水道建設費等の執行残に伴

う減額補正をするものでございます。内容といたしましては、説明資料71ページに記載し

てございます。 

 ２、歳入、１款分担金及び負担金、２項負担金、１目公共下水道費負担金92万6,000円を

追加し、161万円、新設１件による受益者負担金の追加でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目公共下水道使用料154万2,000円を追加し、

6,965万円、現年度における公共下水道使用料の追加でございます。 

 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26万9,000円を減額し、

3,403万1,000円、社会資本整備総合交付金の確定による更正減でございます。 

 ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金739万6,000円を減額して２億
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2,097万3,000円。 

 ８款１項町債、１目公共下水道事業債320万円を減額し、2,780万円、公共下水道の額の

確定による更正減でございます。 

 次のページをごらんください。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費101万9,000円を減額し、406万7,000円、８節報償費21万9,000円、27節公課費80万円の更

正減につきましては、前納報奨金及び消費税額の確定によるものでございます。 

 ２項施設管理費、１目管渠管理費14万3,000円を減額し、402万2,000円、13節委託料、管

渠等清掃業務の確定による執行残でございます。 

 ２款事業費、１項１目下水道建設費723万5,000円を減額し、7,355万2,000円、13節委託

料100万円、15節工事請負費623万5,000円の更正減につきましては、事業費確定による執行

残でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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16号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２２ 議案第１７号 

〇田村議長 日程第22、議案第17号 平成24年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算を

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 78ページをごらんください。議案第17号 平成24年度浦幌町個別排水処

理特別会計補正予算。 

 平成24年度浦幌町の個別排水処理特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ959万9,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ4,424万5,000円とする。 
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 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債） 

 第２条 地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

 平成25年３月11日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 次のページをお開き願います。第２表、地方債補正、変更、補正後で申し上げます。起

債の目的、下水道事業、限度額640万円、個別排水処理施設整備事業、限度額640万円、計

640万円、補正前に比べ820万円の減額です。起債の方法、利率、償還の方法、補正前と同

じでございます。 

 次のページの歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括は省略させていただきます。 

 次のページをお開き願います。このたびの補正につきましては、前納件数増に伴う受益

者分担金の追加補正と個別排水処理施設設置基数の確定等の執行残に伴う減額補正をする

ものでございます。内容といたしましては、説明資料72ページ及び追加資料に記載してご

ざいます。 

 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10万円を追加

し、40万円、前納件数増に伴う受益者分担金の追加でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目排水処理施設使用料15万3,000円を減額し、

1,008万1,000円、現年度分における排水処理施設使用料の更正減でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金202万9,000円を減額し、2,497万

5,000円。 

 ５款１項１目繰越金68万3,000円を追加し、88万3,000円。 

 ７款１項町債、１目個別排水処理施設整備事業債820万円を減額し、640万円、個別排水

処理施設整備事業債の確定による更正減でございます。 

 次のページをごらんください。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費19万7,000円を減額し、22万7,000円、８節報償費３万3,000円、19節負担金、補助及び交

付金6,000円、27節公課費15万8,000円の更正減につきましては、前納報奨金、会議負担金

及び消費税確定に伴う執行残でございます。 

 ２目普及推進費45万円を減額し、157万1,000円、19節負担金、補助及び交付金45万円の

更正減、水洗便所改造等補助金の確定による執行残でございます。 

 ２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費61万7,000円を減額し、1,645万6,000円、

９節旅費１万9,000円、13節委託料59万8,000円の更正減につきましては、保守業務委託料

等の執行残でございます。 

 ２款事業費、１項１目個別排水処理施設建設費833万5,000円を減額し、766万5,000円、

設置基数の実績減による工事請負費の執行残でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第17号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２３ 議案第１８号 

〇田村議長 日程第23、議案第18号 平成24年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 84ページをごらんください。議案第18号 平成24年度浦幌町簡易水道特

別会計補正予算。 

 平成24年度浦幌町の簡易水道特別会計補正予算（第４回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,382万8,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ４億5,852万6,000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。 

 （繰越明許費） 

 第２条 繰越明許費の追加は「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （地方債） 

 第３条 地方債の変更は「第３表 地方債補正」による。 

 平成25年３月11日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 次のページをお開き願います。第２表、繰越明許費補正、追加、２款１項事業費、事業

名、下浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備事業、金額5,375万2,000円。この追加補正に

つきましては、道営畑地帯総合整備事業、下浦幌地区営農用水事業を国の繰越明許費によ

り実施する町負担金でございます。 

 第３表、地方債補正、変更、補正後で申し上げます。起債の目的、簡易水道事業、限度
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額１億6,020万円、計１億6,020万円。起債の方法、利率、償還の方法は、補正前と同じで

ございます。この補正につきましては、下浦幌地区営農用水事業の町負担金分及び簡易水

道事業費の額の確定による変更で920万円の減額となっております。 

 次のページの歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括は省略させていただきます。 

 88ページをお開き願います。このたびの補正につきましては、水道使用量増に伴う使用

料の追加補正と統合簡易水道事業の確定等に伴う執行残の減額補正及び繰越明許費により

実施する下浦幌地区営農用水事業に係る事業負担金を追加するものでございます。内容と

いたしましては、説明資料73ページ、74ページに記載してございます。 

 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157万円を減額し

て473万円、水道管等移設工事負担金の確定による更正減でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料552万2,000円を追加して１億

5,020万円、現年度における水道使用料の追加でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金1,875万9,000円を減額し、１億87万

8,000円。 

 ６款諸収入、２項１目雑入17万9,000円を追加し、104万7,000円、エコカー導入対策補助

の追加でございます。 

 ７款１項町債、１目簡易水道事業債920万円を減額し、１億6,020万円、簡易水道事業債

に係る追加でございます。 

 次のページをごらんください。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費200万円を減額し、2,417万6,000円、消費税額の確定による更正減でございます。 

 ２目施設管理費60万3,000円を減額し、7,425万5,000円、７節賃金18万2,000円、13節委

託料10万円、15節工事請負費31万7,000円、27節公課費６万2,000円の更正減につきまして

は、工事の確定と事業執行残でございます。なお、14節使用料及び賃借料５万8,000円の追

加につきましては、浄水場施設の除雪に係る機械借り上げ料の追加でございます。 

 ２款１項事業費、１目給水事業費2,122万5,000円を減額し、２億1,731万7,000円、９節

旅費12万1,000円、13節委託料24万5,000円、15節工事請負費507万7,000円の更正減につき

ましては、工事費の確定と事業の執行残でございます。17節公有財産購入費27万5,000円の

更正減につきましては、川上浄水場敷地用地の交換に伴う減額でございます。19節負担金、

補助及び交付金1,537万2,000円の更正減につきましては、説明資料73ページに記載の道営

下浦幌地区営農用水事業の確定に係るものでございます。22節補償、補填及び賠償金13万

5,000円の更正減につきましては、作物立毛補償に係る減額でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 
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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18号の採決をいたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎休会の議決 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 ここでお諮りをいたします。あすから３月14日までの３日間、議事の都合により休会と

し、３月15日午後６時から本会議を開きたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、あすから３月14日までの３日間、議事の都合により休会とし、３月15日午後６

時から本会議を開くことに決定をいたしました。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 ４時２６分 


