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平成２９年第１回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

平成２９年３月６日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 ５時１１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 議会運営委員長報告（第２次議会の活性化最終報告） 

 日程第 ６ 常任委員会報告 

 日程第 ７ 行政報告（町長） 

 日程第 ８ 平成２９年度町政執行方針 

 日程第 ９ 平成２９年度教育行政執行方針 

 日程第１０ 報告第 １号 専決処分の報告について 

              （損害賠償の額の決定） 

 日程第１１ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２８年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算） 

 日程第１２ 議案第 １号 浦幌町の休日を定める条例の制定について 

 日程第１３ 議案第 ２号 浦幌町個人情報保護条例の一部改正について 

 日程第１４ 議案第 ３号 浦幌町地域軽スポーツセンターの設置及び管理等に関する 

              条例の一部改正について 

 日程第１５ 議案第 ４号 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正 

              について 

 日程第１６ 議案第 ５号 浦幌町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に 

              ついて 

 日程第１７ 議案第 ６号 浦幌町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 日程第１８ 議案第 ７号 浦幌町職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第１９ 議案第 ８号 浦幌町職員の旅費に関する条例の一部改正について 

 日程第２０ 議案第 ９号 浦幌町税条例の一部改正について 

 日程第２１ 議案第１０号 浦幌町ふるさとづくり寄附条例の一部改正について 

 日程第２２ 議案第１１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 

              営に関する条例の一部改正について 

 日程第２３ 議案第１２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 
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              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一部 

              改正について 

 日程第２４ 議案第１３号 浦幌町立診療所条例の一部改正について 

 日程第２５ 議案第１４号 浦幌町酪農ヘルパー対策事業基金の設置・管理及び処分に 

              関する条例の廃止について 

 日程第２６ 議案第１５号 町道路線の廃止及び認定について 

 日程第２７ 議案第１６号 平成２８年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第２８ 議案第１７号 平成２８年度浦幌町町有林野特別会計補正予算 

 日程第２９ 議案第１８号 平成２８年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算 

 日程第３０ 議案第１９号 平成２８年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 日程第３１ 議案第２０号 平成２８年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第３２ 議案第２１号 平成２８年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算 

 日程第３３ 議案第２２号 平成２８年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算 

 日程第３４ 議案第２３号 平成２８年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算 

 日程第３５ 議案第２４号 平成２８年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 

〇出席議員（１０名） 

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

    ４番  安  藤  忠  司     ５番  二  瓶     隆 

    ６番  福  原  仁  子     ７番  杉  江     博 

    ８番  河  内  富  喜     ９番  阿  部     優 

   １０番  森     秀  幸    １１番  田  村  寛  邦 

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇出席説明員 

    特 別 職 

     町    長   水  澤  一  廣 

     副  町  長   鈴  木  宏  昌 

 

    町 部 局 

     総 務 課 長   大  山  則  幸 

     まちづくり政策課長   山  本  輝  男 

          町 民 課 長      山  本  浩  宣 

     保健福祉課長   熊  谷  晴  裕 
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          産 業 課 長      岡  崎  史  彦 

     施 設 課 長   小  川  博  也 

     上浦幌支所長   小  島  師  紀 

     会計管理者   佐  藤  勇  人 

          診療所事務長      菅  原     敏 

 

    教育委員会 

     教育委員長   松  田  泰  一 

          教  育  長      久  門  好  行 

     教 育 次 長   鈴  木     広 

 

    農業委員会 

     会    長   小  川  博  幸 

          事 務 局 長      前  田     勇 

 

    監 査 委 員 

     代表監査委員   神  谷  敏  昭 

 

〇出席議会事務局職員 

     局    長   新  川  寿  雄 

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

    ◎開会の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は10名です。 

 定足数に達しておりますので、本日をもって招集されました平成29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。 

 河内委員長。 

〇河内議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。 

 平成29年２月20日をもって招集されました平成29年第１回浦幌町議会定例会の運営につ

いて、去る２月27日午前に開催した議会運営委員会の審議結果について報告をいたします。 

 委員会には委員全員と正副議長出席のもと、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、日程等について協議をいたしました。議案等の提案予定件数は、町

提出38件で、内容は平成29年度町政執行方針及び教育行政執行方針、報告１件、承認１件、

一般議案15件、平成28年度補正予算案９件、平成29年度予算案９件、同意案件３件であり

ます。議会提出は、発委、発議等であります。以上の内容を踏まえ、会期は本日３月６日

より３月15日までの10日間でお願いをいたします。次に、一般質問でありますが、３月10日

午後６時からナイター議会として行い、通告については翌日７日正午までにお願いをいた

します。なお、ナイター議会の開催につきましては、理事者を初め、各執行機関の長及び

説明員の皆様にもご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げます。 

 本日は、諸般の報告、第２次議会の活性化最終報告、常任委員会報告、行政報告、平成

29年度町政執行方針及び教育行政執行方針に続き、報告１件、承認１件、一般議案第１号

から第15号まで15件、平成28年度一般会計ほか各特別会計補正予算案の議案第16号から第

24号までの９件の審議を予定しておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 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を行って

おります。 

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

ようお願いを申し上げます。 

 以上、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。 
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    ◎日程第２ 会議録署名議員の指名 

〇田村議長 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期会議録の署名議員は、会議規則第125条の規定により、４番、安藤忠司議員、５番、

二瓶隆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15日までの10日間にしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から３月15日までの10日間と決定をいたしました。 

 

    ◎日程第４ 諸般の報告 

〇田村議長 日程第４、諸般の報告を事務局長より行わせます。 

〇新川議会事務局長 報告をいたします。 

 今期議会の説明員につきましては、平成29年２月20日付で町長並びに教育委員会委員長、

農業委員会会長、代表監査委員に出席の要求をいたしております。 

 次に、平成28年12月12日から平成29年３月５日までの議長等の動静及び議員の派遣結果

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

 次に、監査委員から提出のあった平成28年11月分から平成29年１月分の例月出納検査報

告につきましては、事前に配付しておりますので、ご了承願います。 

 次に、平成28年12月12日開会の第４回町議会定例会で可決されました地方議会議員の厚

生年金制度への加入を求める意見書及びＪＲ北海道への経営支援を求める意見書並びに大

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

に関係各大臣に提出をいたしております。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

〇田村議長 これで諸般の報告を終わります。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、ここで暫時休をいたします。 

 

午前１０時０９分  休憩 

午前１０時３０分  再開 
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〇田村議長 それでは、休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第５ 議会運営委員長報告（第２次議会の活性化最終報告） 

〇田村議長 日程第５、議会運営委員長報告を許します。 

 第２次活性化最終報告となります。 

 河内委員長。 

〇河内議会運営委員長 浦幌町議会第２次議会の活性化に係る議会運営委員会最終報告を

いたします。 

 お手元に配付してあります最終報告書の冊子の議会運営委員長から議長に対しての報告

書１ページをごらんください。本委員会で協議している第２次議会の活性化について、浦

幌町議会会議規則第77条の規定により報告をいたします。 

 １、第２次議会の活性化の視点、１ページに記載されており、中間報告においても報告

させていただきましたので、要旨のみ報告をさせていただきますが、平成27年の改選後に

おいて議会基本条例にのっとり議会の活性化を進めるため、この４年間を第２次議会の活

性化と位置づけし、記載のとおり議会の活性化視点５項目を掲げ、協議、検討を進めてま

いりました。 

 ２ページをごらんください。２、議員のなり手不足への取り組み、議員のなり手不足に

ついては、最優先課題として、記載の①から③を基本に問題、課題項目として11項目を掲

げ、協議してきたところです。 

 ３、会議、議論の方法及び進め方につきましては、記載のとおり、ごらんおき願います。 

 ３ページをごらんください。４、調査及び審議の経過概要でありますが、記載のとおり

協議、検討を重ね、アンケート調査の実施、議会報告会、一般会議、まちなかカフェＤＥ

議会、おじゃまＤＥ議会などを活用しながら、町民意見の聴取と反映をし、最終報告に至

りました。第２次議会の活性化では、活性化の波を加速させるため、議員、議会、事務局

が一体となるようチーム議会と位置づけし、基本政策として①、対話、②、情報、③、機

能の３本の柱で取り組んでまいりました。これまでの２年間で50回以上の議会運営委員会、

議員協議会を開催し、協議、検討をしてまいりました。また、第１次議会の活性化及び第

２次議会の活性化の取り組みが評価され、平成27年11月に第10回マニフェスト大賞優秀成

果賞、そして先ほど伝達がありましたように、平成28年全国町村議会特別表彰、第31回町

村議会広報全国コンクール言語・文章部門奨励賞を受賞することができました。 

 ５ページをごらんください。５、調査、審議の活動経過でありますが、一昨年の選挙後

すぐにさまざまな会議を開催し、21ページの２月27日まで開催した会議、取り組み内容を

記載しておりますが、第２次議会の活性化に係ります協議として詳細に協議してきました

ので、ここに報告を申し上げます。 

 続きまして、次の資料として「第２次議会の活性化検討項目・最終報告書」をごらんく
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ださい。 

 １ページをごらんください。活性化の視点５項目をさらに詳細に分類しております。視

点１、地方議会の役割（議員定数・議員報酬）では、議員のなり手不足を協議することか

ら、11項目の問題、課題を掲げ、協議をしております。詳細は、別紙の検証報告書となっ

ておりますので、後ほどご報告させていただきます。 

 ２ページをごらんください。活性化視点の２、監視・評価機能の強化から３ページの５、

町民に身近な・開かれた・町民参加の議会までを24項目に分類し、協議をしてきておりま

す。24項目の内容は記載のとおりですが、４ページのナンバー１、①、行政評価及びまち

づくり計画等の議会評価の検討にありますように、24項目全てで現状、課題を掲げ協議し、

改善策及び処理結果のとおり最終報告となりましたので、今後の議会運営として改善して

まいります。 

 32ページをごらんください。第２次議会の活性化については、第１次議会の活性化をよ

り強固なものとするため協議を進めてきました。浦幌町議会の活性化の総括として、理論

的、体系的にこの第２次議会の活性化で整理することとしました。32ページに掲載のとお

り、任期４年間の議会活動を視野に、単年の活動については議会活動年間計画サイクルに

基づき議会運営を進めることとします。 

 33ページをごらんください。実際の議会運営に当たっては、議会のガバナンスが重要で

あることから、議会基本条例に基づき実施している議会報告会などのさまざまな取り組み

を有効活用し、理論的かつ体系的に整理した結果、これを浦幌町議会政策形成マネジメン

トサイクルとして展開し、議会の活性化を図り、住民福祉の増進へとつなげていくものと

します。 

 第１次議会の活性化、第２次議会の活性化の総まとめとして、浦幌町議会の活性化イコ

ール浦幌町議会政策形成マネジメントサイクルによる議会運営と位置づけするものであり

ます。今まで点と点で取り組んでいた内容を政策形成マネジメントサイクルによる理論と

体系化により線で結び、より充実した議会の活性化を進めることができると確信するとこ

ろであります。 

 34ページをごらんください。議会の権限の一つとして監視機能があります。監視機能を

いかに発揮し、ＰＤＣＡサイクルを回していくかにより、大きく行政運営は向上すると考

えます。このことから、定例会ごとの提出議案の審議、一般質問にとどめることなく、年

間を通じた視野で議会活動をするため、議会監視機能活性化サイクルを体系化しました。

行政評価を参考に、常に行政運営を監視し、予算、決算審議の充実、さらに一般質問、所

管事務調査につなげるなど、議会権限を有効に活用した議会運営をしてまいります。 

 以上が検討項目に係る最終報告となりますが、詳細については後ほどごらんおき願いま

す。 

 続きまして、次の「第２次議会の活性化 議員のなり手不足の検証」検証報告書をごら

んください。この報告書につきましては、議員のなり手不足の11項目にわたり協議してき
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た内容であり、研さんを積んできた資料を含めた報告書となっております。昨年12月の第

４回定例会で中間報告をした内容とほぼ変更はありませんが、それ以降１月16日から２月

14日まで検証報告書のパブリックコメントを実施するとともに、一般会議、議会報告会な

どで議員のなり手不足について町民の方々と意見交換をさせていただいたところでありま

す。町民の方と意見交換する中で問題意識を共有することができ、次期改選に向け、議員

のなり手不足を解消していきたいところであります。 

 127ページをごらんください。127ページから133ページまでが検証結果のまとめとして掲

載していますが、議会の立場で議員のなり手不足を解消するための方策として、今後２年

間で取り組んでまいりたいと思います。 

 134ページをごらんください。対応策のイメージとして図式化しておりますが、社会、国、

議会、町民それぞれの役割として、一つの解決策で議員のなり手がふえるというものでは

ないため、この４つで今回の報告書にあるような対応策を一つ一つ取り組むことが議員の

なり手不足の解消の一筋の光となるのではないかと考えるものであります。議員のなり手

不足は、町全体として今後の浦幌町のまちづくりをどのように進めるのか、それは現在の

二元代表制のもとで進めなければならないものであります。 

 137ページ以降は報道の記事でありますので、参考にしていただきたいと思います。 

 以上が現在まで調査、研究、協議してきました第２次議会の活性化の最終報告書の内容

でありますが、今後としましては、本定例会最終日に、議員のなり手不足を解消するため、

国などに対し対応を求める意見書を提出していきたいと思います。また、４月以降につき

ましては、任期残り２年となり、協議してきた内容を実際に行動として議会として取り組

む期間となりますので、24の検討項目の改善に向けた議会運営をするとともに、議員のな

り手不足については次の選挙に向けて欠員とならないような取り組みをしていきたいと思

います。 

 町民の皆さんにおかれましても、二元代表制のもと、議会がどうあるべきか、これから

のまちづくりを議会、議員を通じてどのようにしていくべきかを踏まえながら次の選挙に

向けて考えていただきたいと思います。 

 いずれにいたしましても、町長と議会は車の両輪です。本会議や委員会などの言論の場

で、チェック機能、政策提案、政策提言機能を発揮しながら町と対峙することが必要であ

りますが、町も議会も最終的な目的は住民福祉の向上であり、二元代表制のもとでよりよ

いまちづくりをしていくところにあります。一昨年の選挙後から第２次議会の活性化をス

タートさせ、２年が経過しますが、議会としましても議会政策形成マネジメントサイクル

による議会運営をし、さらに議会の活性化を進めていきたいと思います。 

 以上をもちまして第２次議会の活性化に係る議会運営委員会最終報告書といたします。 

 ありがとうございました。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 
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    ◎日程第６ 常任委員会報告 

〇田村議長 日程第６、常任委員会報告を許します。 

 総務文教厚生常任委員会、阿部委員長。 

〇阿部総務文教厚生常任委員長 総務文教厚生常任委員会報告をいたします。 

 本委員会に付託されました調査事件について、調査の結果を浦幌町議会会議規則第77条

の規定により報告いたします。 

 １、調査事件、介護保険の地域支援事業について。 

 ２、調査実施期日につきましては、平成29年２月１日に事前研修を行い、２月３日、調

査を実施いたしました。 

 調査の経過と結果につきましては、全文の朗読を省略し、要旨のみを報告させていただ

きます。今回の調査は、平成27年４月１日、介護保険制度の改正に伴い、医療、介護予防、

認知症対策、生活支援などの包括的な確保、提供する仕組みの構築をしなければならない

ことから、地域包括ケアシステムの構築を図り、地域の自主性などを持ち、つくり上げて

いくことが必要であります。そのことを踏まえ、重大な要介護状態となっても住みなれた

地域で町民が安心して暮らし続けることができるよう調査を実施いたしました。 

 （１）高齢者人口などの現状と推計について、浦幌町人口ビジョン推計値によると2026年

には高齢化率が生産年齢人口割合を上回るとされ、これからますます少子高齢化が進み、

高齢者を支える負担は増すことが考えられます。 

 （２）介護給付と認定状況については、記載のとおりであります。 

 （３）介護保険制度の改正について、①、基本コンセプト、地域包括ケアシステムの構

築及び②の地域づくりとしての総合事業については、記載のとおりです。③、地域生活の

支えについては、専門職だけではなく、地域とのつながりにより社会参加と交流により健

康増進の効果が得られるものと思われます。 

 （４）介護予防・日常生活支援総合事業について、介護予防・日常生活支援総合事業の

目的及び支援サービス事業、一般介護予防事業については、記載のとおりです。また、事

業の一環としていきいき元気教室や住民主体による給食サービスなどが実施されておりま

す。 

 （５）生活支援体制整備事業についてのプロセス、コーディネーターの役割、支援体制

の構築については、記載のとおりであります。 

 （６）認知症については、75歳を過ぎてからは大幅な増加となる傾向で、段階に応じた

支援が必要であります。 

 （７）認知症総合支援事業及び（８）在宅医療・介護連携推進事業については、記載の

とおりであります。 

 調査内容については、介護保険制度の中には要介護者に対する介護給付、要支援者に対

する予防給付のほか、市町村が事業という形で地域高齢者全般を対象に地域で必要とされ

ているサービスを提供する地域支援事業という仕組みが平成18年度から施行されておりま
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す。また、市町村の選択により、地域支援事業において要支援者並びに２次予防事業対象

者向けの介護予防・日常生活支援サービスを総合的に実施できる総合事業を平成24年度か

ら施行されております。浦幌町人口ビジョン推計値で将来高齢化率が生産年齢人口割合を

上回ると推計され、それに伴い保険料も増加することが考えられます。また、介護予防と

日常生活支援事業の実施においては、専門職の支援とあわせ、地域のつながりにより生活

の支えが大事であります。生活支援体制整備事業として、ＮＰＯ、社会福祉法人などの事

業主体と生活支援コーディネーターの配置により機能を充実していくことが必要となりま

す。認知症対策については、新たな認知症施策推進総合戦略に基づき、高齢者等に優しい

地域づくりに向けて取り組むこととなります。認知症総合支援事業については、認知症初

期集中支援チームを配置し、支援体制を構築し、活動マニュアルに基づき実施することと

しております。 

 所見、全国的な少子高齢化と人口減少により高齢化率も上昇し、高齢者を支える負担は

今後さらに増大することが推計されております。このたび介護制度改正により、地域包括

ケアシステムを構築しなければならないことから、本町でも地域の自主性や主体性に基づ

き、地域の特性に応じてつくり上げていくことが必要であります。そのためには、ボラン

ティア、ＮＰＯ、民間事業、社会福祉法人などが参加して、時間をかけながら地域を支え、

行政区や地域で活動する住民も加わることが望まれる。また、民生委員との情報共有も必

要となります。 

 生活支援体制整備事業においては、地域を支えるコーディネーターのかかわりが重要で

あり、平成29年度予算確保して進めていくとの意向でありますが、老人クラブ、成人学級

等の各関係団体との連携も必要であると思われます。また、介護における専門職の確保は

大変重要であり、安定的な専門職の確保を図るため、資格取得、修学、研修などの支援に

より人材の育成及び養成が必要であることから、助成制度を検討していただきたい。地域

ケアマネジメントについては、要支援者等に対し、包括支援センター等によりサービスな

どが適切に提供できるよう、地域ケア会議の充実も図りながら進めていただきたい。さら

に、予防介護事業としてマイレージ事業を導入し、健康活動やそれに対するボランティア

活動にポイントを発行するなど、町民の健康対策として地域活性化の循環型モデルについ

ても検討していただきたい。介護予防・日常生活支援については、これまで同様社会福祉

協議会やうらほろ幸寿会と浦幌町包括支援センターが連携をとり、各種サービス事業を提

供願いたい。認知症対策については、本町の実態を十分に把握し、発症の段階に応じた体

制整備実現を目指し、支援対策に取り組まれたい。 

 介護に対する地域支援については、大変苦慮されていることと思われるが、専門職だけ

ではなく、地域とのつながりを持ちながら、社会参加と交流などの予防策により健康が増

進することを望むとともに、重大な要介護状態となっても住みなれた地域で町民が安心し

て暮らし続けることができるよう、地域包括ケアシステムの構築に取り組んでいただきた

い。 
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 以上、本委員会に付託されました調査事件である介護保険の地域支援事業について総務

文教厚生常任委員会報告とさせていただきます。 

〇田村議長 これで常任委員会報告を終わります。 

 

    ◎日程第７ 行政報告 

〇田村議長 日程第７、行政報告を許します。 

 町長。 

〇水澤町長 行政報告を行います。 

 平成28年12月12日から平成29年３月５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の建設工事入札結果につきましては、浦幌町仁生線法面補修工事ほか３件であります。 

 ３のその他については、特別ありません。 

 以上で行政報告とさせていただきます。 

〇田村議長 これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第８ 平成２９年度町政執行方針 

〇田村議長 日程第８、平成29年度町政執行方針の説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 町政執行方針を申し上げますが、その前に、このたび全国町村議長会から町

村議長特別表彰、また議会だよりの全国奨励賞を授与されました。議員の皆様のこれまで

の真剣な活動と、そして町民に対する対応が認められた結果であります。大変栄誉なこと

でありまして、町行政としても心からお喜びを申し上げたいと思います。 

 それでは、町政執行方針を申し上げます。 

 町政執行にあたりましては、本町の最上位計画であります「浦幌町第３期まちづくり計

画」の基本目標に基づき、町民参画のまちづくりを一体的に推進してまいります。 

 世界経済は昨年末に日銀黒田総裁が講演で述べておりますように、堅調な動きを示して

いるところでありますが、先行きの不透明感は否めず、今後のイギリスのＥＵからの離脱

交渉や中国経済の動向、またアメリカの世界戦略、そして経済政策によっては、日本の社

会経済にも大きな影響がでてくるものと思われます。 

 心配しておりましたＴＰＰ交渉については、トランプアメリカ大統領が永久離脱を表明

した事により、回避される事になりました。今後アメリカファーストでトランプ大統領が

進めようとしている２国間貿易交渉については留意が必要であると考えており、関係団体

との連絡を密にして適切に対応してまいりたいと考えているところであります。 

 安倍首相は年頭の挨拶の中で、「先の見えない時代にあって、大切なことは、ぶれないこ

と。本年も経済最優先、デフレ脱却に向けて金融政策、財政政策、成長戦略の三本の矢を

うち続ける。」と述べ、１月の月例経済報告で、「景気は、一部に改善の遅れもみられるが、
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緩やかな回復基調が続いている。」と発表しました。しかし、大都市と地方との差は依然と

して大きく、地方では、個人消費の低迷、労働力不足などを理由に地域経済の先行きには

不透明感が漂っております。 

 このような中、総額97兆4,547億円の平成29年度予算案が衆議院を通過し、年度内成立が

確定をいたしました。平成29年度地方財政の一般財源総額は、社会保障充実分の確保を含

め地方税や臨時財政対策債などの増加により、前年度を上回る額が確保されたところであ

ります。 

 しかし、地方公共団体の重要な財源である地方交付税は、前年度より2.2％減となりまし

た。一般財源の多くを交付税に依存している本町の財政運営への影響が懸念されますこと

から、今後も国には「財政調整機能」を十分認識をし、地方交付税総額の安定的確保を図

るよう求めていく必要があります。 

 日本の人口減少は、加速度的に進行しており、本町においても、出生数の減少や高齢化

率の上昇など、厳しい現実に直面しているところであり、引き続き人口減少対策を最重要

課題として捉え、重点プロジェクトを強力に推し進めてまいります。 

 平成29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、「浦幌町第３期まちづくり計画後期計画」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69億3,600万円で前年度当初予算比７億3,400万円11.8％増、８特別

会計を合わせた総額は97億2,423万円であり、前年度当初予算比５億6,331万円6.1％増とな

っております。 

 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

当課長等から説明をさせますが、主要な施策について申し上げたいと存じます。 

 産業の振興について申し上げます。 

 昨年２月にジャガイモシストセンチュウが町内で初めて確認され、蔓延防止に向けた対

策を講じてきましたが、６月以降の天候不順、そして度重なる台風被害により豆類を中心

に大きな被害をもたらし、畑作物は総じて非常に厳しい結果となりました。 

 このような状況の中で畜産部門では乳価や肉用牛価格の高値に支えられ、畑作部門の減

収を畜産部門がカバーするなど、非常に厳しい状況にあって、本町農業の底力が垣間見ら

れたと感じたところであります。 

 畑作につきましては厳しい経営環境と認識しており、各種支援事業の実施と担い手不足

に対応すべく新規就農者への支援策を通じて、本町農業の活性化を図るとともに、新たに

昨年の台風等の被害に対する農業経営緊急支援資金の借入農業者への支援策として、利子

補給事業を実施してまいります 

 畜産につきましては、昨年の粗飼料の品質や収量の低下により今後の生乳生産量の減少

が懸念されているところであります。肉用牛では依然として素牛の市場価格高騰が続き、

繁殖農家にとっては好調な一方、肥育農家の経営が圧迫され、乳用牛では初妊牛の市場価
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格が過去最高水準を更新するなど、酪農・畜産経営への影響が大きいことから良質な自給

飼料生産への支援などを引き続き実施し、生産基盤の強化を図ってまいります。 

 農地基盤の整備につきましては、合流地区道営畑地帯総合整備事業を推進するとともに、

町単独事業により明渠、暗渠排水の圃場整備や圃場の透排水性の改善を図るための補完的

整備として、心土破砕事業を引き続き実施し、新規事業として、栄穂地区畑地帯総合整備

事業の平成30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、今年は豊穣の出来秋が迎えられることを念願してやまな

いところであります。 

 林業につきましては、近年の木材市況が堅調に推移しているところでありますが、昨年

は台風被害により町内の各地で倒木などの森林被害が多数発生していることから、森林の

多面的な機能の低下が懸念されています。植栽や下草刈、除間伐に対する支援を継続する

とともに、健全な森林を育成していくため関係機関と連携し、森林の保全育成に欠かせな

い必要な施業に支援してまいります。 

 また、町有林においては、昨年３月に緑の循環認証会議の森林認証を取得したことによ

り、今後は、認証基準に基づいた森林施業を通じて、持続可能な森林経営の実現を目指し

取り組んでまいります。 

 漁業につきましては、秋さけ定置網漁が、台風の影響で操業開始が遅れたため一昨年よ

り漁獲量減となりました。また、その他の魚種も相次ぐ気象変動による悪影響が重なるな

ど、漁業を取り巻く環境は厳しい状況下にあります。 

 こうした中、国の事業である「水産多面的機能発揮対策事業」の採択を受けたことから、

沈下流木の撤去作業などの保全活動に協力してまいりますとともに、「つくり・育てる漁業」

を支援し、漁獲向上のための各種支援事業を継続して実施してまいります。 

 厚内漁港の整備につきましては、着実に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。 

 商工業の振興につきましては、中小企業振興条例に基づく町融資制度における資金需要

が、近年、新規融資件数、融資額ともに増加傾向にはあるものの、景気回復が実感できな

い中、商工業者の廃業や後継者不足が喫緊の課題となっており、新たに起業創業・事業者

支援事業を実施するなど、町内の商工業者を支援してまいります。 

 観光の振興につきましては、道東自動車道の釧路管内阿寒インターチェンジまでの区間

が昨年３月開通し、道央圏などから道東への観光等を目的とした交流人口は増加しており、

本町の貴重な観光資源である「森林公園」「留真温泉」「道の駅」については、イベント情

報の広告宣伝を積極的に実施するとともに、町民の福祉向上と健康増進を図ることを目的

とした、留真温泉を利用する町民の方への助成事業を引き続き実施してまいります。 

 雇用対策について申し上げます。 

 雇用をめぐる情勢につきましては、ハローワーク池田管内で昨年12月の月間有効求人倍

率が前年同月を数字上では上回る状況で、従業員の確保に悩む企業がある状況です。 
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 従業員確保を望む企業への対策として、町内企業の求人情報の提供に加え、町内企業の

求人に関する実態把握と支援を各種産業振興施策と一体的に推進して、雇用促進への支援

を行うとともに、福利厚生の充実を図るため、「あおぞら共済」の加入に係る入会金及び会

費の一部を事業主に対して助成を行い、季節労働者救済対策としては、各種運転技能資格

等の取得助成など通年雇用化へ導くための事業を進め、失業者対策では、ハローワーク等

関係機関と連携し、雇用機会の確保及び雇用の促進に努めてまいります。 

 福祉・保健予防・医療対策について申し上げます。 

 社会福祉、社会保障の向上及び増進につきましては、平成27年度からの３年間を１期と

する「第４期浦幌町障がい福祉計画」が最終年度となることから、現行計画の評価を行い

ながら、次期「第５期浦幌町障がい福祉計画」の策定作業を進めてまいります。 

 生活に困窮している方のために、解決に向けた支援を行うほか、各種福祉施策について

は、国及び北海道の動向を注視して、適時適切に対応してまいります。 

 児童福祉につきましては、保育サービス等提供体制の確保に努めるとともに、心身の発

達が気になるお子様に対して、一人ひとりの状況や発達に応じた療育の支援を行い、関係

機関と情報等を共有し、適切な連携のもとで円滑に対応してまいります。 

 高齢者福祉につきましては、本町の高齢化率が「39％」を超え、在宅で暮らす独居世帯、

夫婦世帯の高齢者などが安心して、いきいきと生活できるように、地域全体での助け合い、

支え合うための仕組みづくりが求められていることから、高齢者福祉団体など高齢者の自

主的な活動に対し支援するとともに、地域で見守る「高齢者・障がい者見守りネットワー

ク事業」及び認知症等により徘徊し行方不明になった場合、早期に発見する体制として「Ｓ

ＯＳネットワークシステム」を引き続き実施してまいります。 

 介護保険事業につきましては、平成30年を初年度とする次期３か年計画である「第７期

浦幌町老人福祉計画・介護保険事業計画」を策定してまいります。 

 また、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を続けることができるよう、「地域包

括ケアシステム」の構築を進めてまいります。 

 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、浦幌町としては他町

に先駆けて各種政策を実施してきたところであります。 

 浦幌町立診療所の運営につきましては、医師不足が慢性化している地域医療の中で、平

成29年度も昨年と同様の医療体制を維持することができるようになり、榊原所長そして、

定期的にご協力いただいている菅原先生、丹生谷先生、小野寺先生、高室先生には、改め

て心から感謝申し上げます。 

 今後も受診しやすい体制整備と内容の充実を図りながら、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。 

 国民健康保険事業につきましては、平成30年４月には国民健康保険事業の制度改革が実

施されますが、円滑に事業運営が図られるよう努めてまいります。 

 教育・文化及びスポーツの振興について申し上げます。 
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 総合教育会議で策定した教育大綱を基調に、４月から新制度へ移行する教育委員会と緊

密な連携を図ってまいります。 

 教育関係の具体的な施策の推進については、教育委員会から申し上げます。 

 環境対策について申し上げます。 

 ごみ処理対策については、「浦幌町一般廃棄物処理基本計画」に基づき分別の徹底や減量

化、リサイクル化の促進に引き続き取り組んでまいります。 

 新たにスプレー缶の排出につきましては、中身を使い切った上で、穴開けをせず排出し

ていただくことといたします。 

 快適な生活ができるまちづくりについて申し上げます。 

 コミュニティバスは、本年１月４日から運行を開始しておりますが、利用促進に努めて

まいります。 

 本年３月４日のダイヤ改正に伴い、上厚内駅が廃止されました。過去５年間の乗降人員

調査ではゼロであり、やむを得ない結果でありますが、今後も町民の足を確保するため、

浦幌駅の特急停車駅の維持など公共交通機関としての機能維持についてＪＲ北海道に要請

してまいります。 

 最も希望的なインフラである町道整備につきましては、新規事業、継続事業を実施する

とともに、損傷度合いなどを考慮し、経済的かつ計画的な維持・補修を行ってまいります。 

 また、津波避難対策における避難路として１橋の修繕工事を実施するとともに、「橋梁長

寿命化修繕計画」に基づく事業を実施してまいります。 

 住宅施策につきましては、「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、東山町団地公営住宅の実施設計に着手するとともに、厚内団地の水洗化工事を

実施するほか、公営住宅営繕事業による環境改善を図ってまいります。 

 また、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、浦幌終末処理場が供用を開始して以来27年が経過し、機能

維持が困難な設備等について「浦幌町公共下水道長寿命化計画」に基づき更新整備を行っ

てまいります。 

 簡易水道につきましては、浦幌浄水場・幾千世浄水場の設備等更新工事、市街地区にお

いて老朽化の著しい幹線配水管更新工事を実施し安全で安心な水道水の供給を行ってまい

ります。 

 地籍調査事業につきましては、平成５年度に着手して以来24年が経過し、進捗率は46.9％

になっておりますが、本年度は、事業継続地区として「常豊の一部地区」9.28ｋｍ２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、本町において、昨年１名の交通死亡事故

が発生し、交通事故死者ゼロ日数が千日を目前で途絶えてしまいました。今後においても

交通安全関係団体等と連携を図りながら、町民の皆様とともに交通安全の推進に取り組ん



 － 16 － 

でまいります。 

 消費者対策につきましては、特殊詐欺や悪徳商法等の被害から町民を守り、安心して暮

らせるように浦幌町生活安全推進協議会内の連絡会議を通じ、警察などの関係機関との連

携のもと、消費者への情報提供、啓発活動などの未然防止策を引き続き講じてまいります。 

 空き家対策については、実態調査を実施し、現状を把握した上で、特定空家の対処等を

国が示した指針や北海道が作成した「特定空家の判断の手引き」をもとに先進地の取組も

参考にし、検討してまいります。 

 防災・消防・救急体制の充実について申し上げます。 

 昨年は、４月に熊本地震、８月には台風７号、11号、９号、10号が北海道を直撃し、10月

に鳥取県中部地震、11月には東日本大震災の余震といわれるＭ7.3の大地震が発生いたしま

した。 

 今日、全国各地で地震のみならず、局所的な気象の変化がもたらす災害による被害が発

生しており、各種災害に対する的確な対応が求められているところでありますだけに、地

域防災組織の設立を呼び掛けるなど、常に危機管理意識の徹底と非常時において、地域防

災計画並びに職員初動マニュアルに基づき対応してまいります。 

 また、消防・救急業務につきましては、平成28年４月から「とかち広域消防局」のもと

業務を開始し、本年度は計画的整備に基づき、消防署に配置しております消防指揮広報車

を更新し多種多様化する災害に対応してまいります。 

 浦幌消防団は、浦幌消防創設100周年という大きな節目の年を迎えました。これまで本町

の消防行政発展のためにご尽力を賜りました関係各位に衷心より感謝を申し上げるところ

でありますが、近年は消防団員の減少や高齢化により、消防力の低下が懸念されていると

ころであり、消防団員の加入促進を図ってまいります。 

 定住・移住・交流人口の拡大対策について申し上げます。 

 本町の日常生活を体験することができる移住体験住宅での「ちょっと暮らし」は「移住・

交流コンシェルジュ」の配置により移住希望者にきめ細かな対応や支援を行うとともに、

「ＮＰＯ法人住んでみたい北海道推進会議」との情報共有を図ってまいります。 

 友好町の岩手県洋野町との交流については、各産業団体の交流も進んでおり、平成29年

度は、「たねいちウニまつり」において、物産交流を行ってまいります。 

 また、「うらほろスタイル推進事業」では、新事業創出・育成支援組織構築事業、はまな

すブランド開発発展事業及びサテライトオフィス・コワーキング運営事業を支援してまい

ります。 

 このうち、新事業創出・育成支援組織構築事業では、起業を考える都会の若者や移住候

補者を対象とした地域滞在型研修を平成27年度から行ってまいりました。平成29年度は、

１週間に10人の滞在研修を延べ１か月間実施し、地域資源の活用と農林漁業の体験を通じ

て、浦幌町での働き方や暮らし方のきっかけをつくる機会を提供してまいります。 

 協働のまちづくりについて申し上げます。 
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 本町では、「町民参加条例」を制定し町民参加の協働のまちづくりを推し進めていますが、

「まちづくり出張説明会」を通じて、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、地域の身近な課題をより柔軟に対応してまいります。 

 また、一昨年から施行されました女性活躍推進法に基づく推進計画の策定については、

男女共同参画基本計画との整合性を図りながら、更に調査研究を進めてまいります。 

 第３期まちづくり計画の重点プロジェクトについて申し上げます。 

 日本全体の人口減少が進む中で、浦幌町としていかに人口減少を食い止めるかが、最重

要課題であり、第３期まちづくり計画の策定での重点プロジェクトとして、「子どもを産み

育てる環境の整備充実」「雇用機会の創出」「居住環境の整備充実」として進めてまいりま

した。 

 平成29年度の予算編成も重点プロジェクトを中心に編成したところであります。 

 プロジェクト１の「子どもを産み育てる環境の整備充実」では、通常保育料の第２子の

半額、第３子の無料化、「しらかば保育園」で実施している一時保育については、満６か月

児から就学前児童の受け入れ、出産祝金の贈呈、給食費の無料化、２歳児未満の紙おむつ

購入費の助成、中学生までの医療費無料化、不妊に悩むご夫婦を支援するため特定不妊治

療費の助成を継続実施してまいります。 

 小学生を対象とした学童保育所の開設や子育て支援センターにおいて「浦幌町ファミリ

ーサポート事業」を引き続き実施してまいります。 

 プロジェクト２の「雇用機会の創出」では、昨年、商工業対策として創設した新規創業

等促進補助金のほか、浦幌町地域産業活性化補助金、新規就農者営農促進補助金、浦幌町

雇用促進事業補助金による支援と浦幌町地場工業等振興条例及び浦幌町企業誘致促進条例

における助成措置を引き続き行い、雇用機会の創出促進に努めてまいります。 

 プロジェクト３の「居住環境の整備充実」では、町民や転入者への住宅建設・購入に対

する支援措置としての住宅建設等補助、民間賃貸住宅建設補助、住宅リフォーム補助及び

店舗等リフォーム補助を継続し、居住環境の整備充実を図ってまいります。 

 以上、町政執行について私の基本的な考え方を申し上げました。常に町民の目線に立っ

て第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、この浦幌町に住む人、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

う町民の皆様とともに「協働の町づくり」を進め、町政の運営に取り組んでまいりたいと

考えております。 

 議員各位をはじめ、町民の皆様のなお一層のご支援とご協力を心からお願い申し上げま

して、町政執行方針といたします。 

 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９ 平成２９年度教育行政執行方針 
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〇田村議長 日程第９、平成29年度教育行政執行方針の説明を求めます。 

 教育委員長。 

〇松田教育委員長 平成29年第１回浦幌町議会定例会にあたり、教育行政の執行に関する

基本方針を申し上げます。 

 今日、学校や児童生徒を取り巻く著しい環境の変化に伴い、学力や体力、いじめや生活

習慣の問題など、学校だけでは解決し得ない様々な教育課題への対応が求められています。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正が一昨年に施行されたことから、

本年４月より新制度に移行し、新たな体制により教育行政を進めていくことになります。 

 また、総合教育会議を通じて、町長と教育委員会が円滑な意思疎通を図り、課題と目指

すべき姿等を共有して、「地域とともにある学校づくり」をより一層進める必要があります。 

 そのためには、保護者や地域の皆さんと連携・協働し、ふるさとを愛し未来を切り拓く

逞しい児童生徒の育成と学力向上を目指して、小中一貫コミュニティ・スクールの更なる

充実に努めてまいります。 

Ⅰ．学校教育 

 喫緊の課題である学力や体力・運動能力向上の取組を一層充実させるため、「魅力ある学

校づくり」など６点にわたって施策を申し上げます。 

 （１）魅力ある学校づくり 

 小中一貫コミュニティ・スクールについては、平成24年度からの９ヵ年事業推進計画に

基づき、教育委員会が設置する組織での協議を円滑に進めるとともに、浦幌学園、上浦幌

学園の両学園が設置する組織の主体的な取組を支援していきます。 

 また、文部科学省の「コミュニティ・スクール導入等促進事業」を活用し、地域ととも

にある学校づくりに必要なマネジメントの在り方について論議を深めるとともに、昨年度

構築した「学校評価システム」に基づき、年間サイクルに沿った運用を図り、学園・学校

運営の更なる改善・充実に努めます。 

 安全教育については、危機管理体制を見直し交通安全や防災のための指導・訓練を計画

的に実施するとともに、不審者や登下校時の総合的な安全対策についても関係機関や支援

団体の協力のもとに取り組みます。 

 平成28年度に策定した浦幌町通学路交通安全プログラムに基づき関係機関と連携し児童

生徒が安全に通学できるよう、通学路の安全確保に取り組みます。 

（２）確かな学力 

 全国学力・学習状況調査等を活用した検証改善サイクルを確立し、数値目標を達成する

ための手立てや検証方法を明確にして取り組むとともに、小中合同の研修会や乗り入れ授

業、ジョイント教室を開催するほか、家庭学習や放課後及び長期休業中の学習サポートを

充実し、主体的・対話的で深い学びを促していきます。 

 また、保護者や地域の皆さんと危機意識や課題認識を共有し、地域総ぐるみで「早寝・

早起き・朝ごはん（あいさつ・ノーテレビデー）運動」を継続します。 
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 平成28年度に宣言した「スマホ・ゲーム機使用のルール」に基づき、生活リズムの改善

に取り組み、家庭学習や読書、親子の会話の時間を作る運動を推進します。 

 さらに、「朝読・家読」運動、「うらほろリレー家読」運動などに取り組み、「教育の日実

践交流会」などで取組の成果を交流してまいります。 

 教育機器の活用については、平成27年度までに導入した実物投影機等を有効に活用する

ため、引き続き小・中学校の普通教室に大型テレビを計画的に導入するとともに、小学校

の児童用机・イスを更新し、児童生徒の学習環境の充実に努めます。 

 特別支援教育については、児童生徒の個々に応じた支援を充実するため、特別支援教育

支援員を増員し、学校内での支援体制を継続するとともに、特別支援教育連携ネット等の

関係機関との連携や教育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 

 「特別の教科 道徳」は、小学校が平成30年度、中学校が平成31年度の完全実施に向け、

生命の大切さ、人を思いやる心の育成を推進し、ボランティア活動などの社会活動を通し

て、「考え、議論する道徳」へと質的転換に努めます。 

 また、道徳教育推進教師を中心とした推進体制を確立し、地域の人材や外部講師の活用、

「道徳の時間」の公開など、家庭や地域に開かれた道徳教育の充実に努めます。 

 ８年目を迎えた小学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、食の大切

さを学ぶとともに、豊かな人間性や社会性を育みます。 

 キャリア教育については、自己肯定感の育成や人間関係形成能力の育成を目指し、地域

の人材の活用や関係団体と連携し、児童生徒の「生きる力」を育む教育を進めます。 

 生徒指導については、小中一貫教育推進の観点に立ち、平成26年11月に制定した「浦幌

町いじめ防止対策基本方針」を柱に、「学校いじめ防止基本方針」によるいじめの未然防止、

早期発見・早期解消等に努めます。 

（４）健やかな体 

 児童生徒が体力の伸びを実感し、自己肯定感や達成感を高めることができるよう地域総

ぐるみで体力や運動能力向上の取組を進めます。 

 平成24年度から町内全小中学校で導入し効果をあげているフッ化物洗口については、健

康教育・むし歯予防対策として、給食後の歯磨きの励行とともに、取組を継続します。 

 食物アレルギーを有する児童生徒が安心して学校生活を送るために、就学時からの状況

把握と、学校全体での情報共有及び保護者等と相談できる体制を作り、関係機関と連携し

た迅速・適切な対応に努めます。 

 平成30年４月から供用開始となる新学校給食センターについては、学校給食センター運

営委員会で検討を重ねてきた食育の推進、地場産食材の活用推進、食物アレルギーへの対

応、災害への対応、環境への配慮等の基本構想に基づき、学校給食衛生管理基準に則って

ＨＡＣＣＰの概念による新しい学校給食センターを建設いたします。 

 また、バランスの取れた栄養豊かな給食の提供に努めるとともに、町内産食材を使用し
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た「浦幌みのり給食」を継続して実施します。また、平成27年７月から実施している学校

給食の無料化にあわせ、食の大切さを学ぶ食育をより充実させます。 

（５）資質の向上と組織の活性化 

 教職員が法令遵守の認識と自覚のもと、モラルの高揚や未然防止のための研修を行い、

児童生徒や保護者・地域住民から信頼される学校づくりを進めます。 

 児童生徒に質の高い教育を保証するには、教職員の実践的指導力の向上が必要であり、

各種研究会、教育研修センター講座への積極的な参加や教職員ふるさと移動研修会を引き

続き実施します。また、小中一貫ＣＳ推進協議会を機能させ、学校と地域の連携・協働の

在り方を追求し実践を重ねていきます。 

（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、施設整備については、上浦幌中央小学校校

長住宅建替工事や浦幌小学校校内放送設備更新工事等を行います。 

 また、遠距離通学児童生徒の通学条件の緩和のため運行しているスクールバス１台を更

新します。 

Ⅱ.社会教育 

 次に、社会教育については、「第８期浦幌町社会教育中期計画」に基づき、「小中一貫コ

ミュニティ・スクール」や「教育の日」と連携しながら、生涯学習社会の確立を目指しま

す。 

（１）生涯学習の推進 

 地域の人材や環境を活用した「うらほろ」らしい生涯学習を推進するため、社会教育関

係施設と学校・家庭・地域そして社会教育関係団体が連携・協働した事業の取組みにより、

地域教育力の向上を目指します。 

 公民館では、地域と学校が連携・協働して、公民館まつりや文化祭、文化週間、地域の

特色や人材を生かした事業を進めながら、住民が気軽に集える場を設けるとともに、道内

外の各大学や博物館と連携した生涯学習公開講座「うらほろスタイル・ゼミナール」を充

実させ、地域活性化の促進を図ります。 

 また、各公民館の整備につきましては、中央公民館トイレ改修工事の実施設計や吉野公

民館の研修室壁クロス張替等を実施いたします。 

 家庭教育については、子育て支援センターや学校・地域と連携・協働した各種事業を実

施し、情報の提供や家庭の教育力向上に努めます。 

 また、家庭における「早寝・早起き・朝ごはん（ノーテレビ・あいさつ）運動」、「家読

運動」、「スマホ・ゲーム機使用のルール」の啓発を行い運動の推進を図っていきます。 

 少年教育については、「友好の町絆協定相互交流事業」において岩手県洋野町からの団員

受入を通して、友好関係を深めていきます。 

 学校・家庭・大学や地域と連携した通楽（学）合宿の開催、放課後の体験活動を支援す
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る子ども居場所づくり「オーラポロひろば」については、土曜日開催も含めて実施します。 

 また、高齢者教育については、生きがい創出支援として寿大学を継続開設し、小中一貫

コミュニティ・スクールの取組と連携・協働して学習の成果を発表する機会を提供し、健

康で生きがいを持てる環境づくりに努めてまいります。 

 図書館事業については、「浦幌町子どもの読書活動推進計画」に基づき、各種事業を展開

します。 

 絵本のお話し会やブックスタート事業等により、本を通した親子のコミュニケーション

づくりを目指すほか、大人のためのお話し会を定期的に開催し、読書活動の啓発に努めま

す。 

 また、図書館ボランティアを育成・支援しながら地域ぐるみで読書活動の推進を図ると

ともに、近隣の図書館との連携事業を継続し、広域的な図書館事業を展開してまいります。 

 博物館事業については、町民から寄贈された多くの生活・産業資料の目録等の作成、展

示や関連した事業を進めるとともに、収蔵品の集中管理に努めます。 

 また、町内に散在する各種指定文化財の周知・活用に加え、未指定の文化財等の地域資

源についても調査を進めます。 

 さらに、化石など自然史資料の学術的な意義の発信や、学校の学習教材としての取組み

を強化するとともに、来町する研究者と町民との情報交流機会の拡大を図っていきます。 

 アイヌ文化については、地域性に着目した普及事業や資料の公開などを進めるとともに、

アイヌ文化の継承と学びの機会の充実を図ります。 

（２）スポーツの振興 

 スポーツの振興については、幼児から高齢者までがスポーツに親しむための環境整備を

図るため、「フロアカーリング教室」や小学生を対象とした「パークゴルフ教室」、「スケー

ト教室」等のスポーツ教室を中心とした事業や、個々の健康維持・増進を図るための「ト

リムスクール」を継続開催するほか、親子を対象とした体操教室を継続開催してまいりま

す。 

 また、定期的なノルディックウォーキング教室や、歩くスキー、ラジオ体操等を通して、

町民の体力向上、健康増進に取り組みます。 

 総合スポーツセンター及び周辺施設と浦幌パークゴルフ場は、指定管理者のノウハウを

最大限に生かした、効果的・効率的に住民サービスの向上を図ります。 

 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おりますアイスアリーナ、

町民球場、町民リンクについては、関係団体の皆さんと意見交換を行い、継続的に管理し

ていただけるよう努めます。 

 体育施設の整備につきましては、スイミングプールボイラー取替工事と、コードレスバ

イスの更新を行い、利用者の安全確保等と要望に応え、生涯スポーツの振興に努めます。 

 済みません。訂正させてください。申し上げることを間違えましたので、ここでもって

訂正させていただきます。４ページ、２行目、フッ化物洗口について町内全小中学校で導
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入しと申し上げましたが、正しくは町内小学校です。これを訂正いただきます。 

 以上、平成29年度の教育行政執行に関する基本方針について申し上げました。 

 町民の皆様並びに町議会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４８分  休憩 

午後 １時００分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 

    ◎日程第１０ 報告第１号 

〇田村議長 日程第10、報告第１号 専決処分の報告についてを議題といたします。 

 提出者からの報告を求めます。 

 副町長。 

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

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

り専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

平成29年３月６日提出、浦幌町長。 

 記、１、損害賠償の額、３万466円。 

 ２、損害賠償の相手方、記載のとおりでございます。 

 ３、事故の発生年月日、平成28年12月２日。 

 ４、事故の発生場所、記載のとおりでございます。 

 ５、事故の概要、相手方の胃瘻交換を行った際にカテーテル先端を正常に胃内に留置で

きなかった医療過誤。 

 ６、専決処分日、平成29年１月17日は示談の成立日でございます。 

 損害賠償の相手方であります患者様には帯広市内の病院へ転院措置を行い、現在治療を

終え、既に退院されておりますが、その間における損害賠償につきまして、転院に係る治

療費及び交通費について相手方との示談により額の決定を見たものでございます。安全面

での予防と確保、確認、診療には二度とこのようなことが起こらぬよう、さらに周知徹底

を図ってまいります。 
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 以上、専決処分の報告といたします。 

〇田村議長 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 これで報告第１号を終わります。 

 

    ◎日程第１１ 承認第１号 

〇田村議長 日程第11、承認第１号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 ２ページをごらん願います。承認第１号 専決処分の承認を求める

ことについて。 

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

規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成29年３月６日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

 平成29年１月17日、浦幌町長。 

 記、平成28年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算、次のとおり。 

 ４ページをごらん願います。平成28年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算。 

 平成28年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計補正予算（第４回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３万1,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ２億8,252万9,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

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

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

 ７ページをごらん願います。２、歳入、３款１項諸収入、１目診療報酬収入３万1,000円

を追加し、１億8,760万1,000円、５節健康診査収入３万1,000円の追加でございます。 

 ３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費３万1,000円を追加し、4,980万7,000円、

22節補償、補填及び賠償金３万1,000円の追加は賠償金の追加でございます。 

 この専決処分につきましては、前段報告第１号で専決処分報告をいたしました医療過誤

に係る賠償金を増額補正した内容でございます。 
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 以上で説明を終わらせていただきます。ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより承認第１号を採決いたします。 

 本案を承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は承認することに決定されました。 

 

    ◎日程第１２ 議案第１号 

〇田村議長 日程第12、議案第１号 浦幌町の休日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。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書の８ページをごらん願います。議案第１号 浦幌町の休日を定め

る条例の制定について。 

 浦幌町の休日を定める条例を次のように定める。 

 平成29年３月６日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町の休日を定める条例。 

 本条例の制定に係ります条文につきましては条文の朗読を省略させていただき、説明資

料をもって説明をさせていただきます。説明資料の１ページをごらん願います。浦幌町の

休日を定める条例説明資料。 

 １、制定の趣旨でございます。地方自治法第４条の２において地方公共団体の休日は条

例で定める旨規定されていることから、本町に属する行政機関の休日を定めるものです。 

 ２、条例の内容でございます。①、第１条では休日を規定しているものでございます。

次に掲げる日を町の休日とし、町の機関の執務は原則として行わないものとするものでご

ざいます。日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月31日から翌

年１月５日までの日。 

 次に、②でございます。第２条では期限の特例を規定しているものでございます。届け

出等の期限が休日に当たると町の行政庁に対する権利の行使や義務の履行の機会が制限さ

れるといった不利益が住民に生じる可能性があることから、これを回避する措置として期

限を休日の翌日に繰り延べることとするものでございます。このことにつきましては、届
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け出の期限が日曜日、祭日であったり納期限が休日、祭日であった場合に翌日に繰り延べ

ることと定めるものでございます。 

 ３、施行期日、公布の日から施行するものでございます。 

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

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１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２号 

〇田村議長 日程第13、議案第２号 浦幌町個人情報保護条例の一部改正についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書の10ページをごらん願います。議案第２号 浦幌町個人情報保護

条例の一部改正について。 

 浦幌町個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成29年３月６日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町個人情報保護条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町個人情報保護条例（平成13年浦幌町条例第20号）の一部を次のように改正する。 

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

て説明させていただきます。説明資料の２ページをごらん願います。浦幌町個人情報保護

条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １、改正の趣旨でございます。個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する地方の一部を改正する法律が平成27年９月

９日に公布され、平成28年12月28日政令第405号により平成29年５月30日より施行されるこ

ととなったため、本条例において引用している条文の引用先等について改正を行うもので

ございます。 

 ２、改正の内容でございます。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
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用等に関する法律、番号法と申しますが、において条例で定める独自利用事務の情報提供

ネットワークシステムを使用した情報連携に関する規定の整備に伴い、次のように改正す

るものでございます。１点目といたしまして、番号法に第26条が追加されたことに伴い、

情報提供ネットワークシステムの使用に関する規定について準用規定の追加がされており

ます。この法の改正を受けまして、条例第２条第８号、情報提供等記録の定義において、

「番号法第26条において準用する場合を含む。」を追加するものでございます。 

 次に、条例第26条第１項第１号で引用している番号法第28条が番号法に第26条が追加さ

れたことに伴いまして、繰り下げにより第29条に改正するものでございます。 

 次に、番号法において特定個人情報の提供制限について例外事項の追加がされたことに

伴いまして、条例第25条の２、保有個人情報の提供先への通知において、番号法第19条第

８号に規定する条例事務関係情報照会者もしくは条例事務関係情報提供者を追加するもの

でございます。 

 施行期日につきましては、平成29年５月30日から施行するものでございます。 

 また、次ページ以降に新旧対照表を記載しておりますので、後ほどごらん願いたいと思

います。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第２号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１４ 議案第３号 

〇田村議長 日程第14、議案第３号 浦幌町地域軽スポーツセンターの設置及び管理等に

関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 議案書の12ページをごらん願います。議案第３号 浦幌町地

域軽スポーツセンターの設置及び管理等に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町地域軽スポーツセンターの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例を



 － 27 － 

次のように定める。 

 平成29年３月６日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町地域軽スポーツセンターの設置及び管理等に関す

る条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町地域軽スポーツセンターの設置及び管理等に関する条例（平成５年浦幌町条例第

18号）の一部を次のように改正する。 

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

説明資料の５ページをごらん願います。浦幌町地域軽スポーツセンターの設置及び管理等

に関する条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １、改正の趣旨でございますが、吉野地区軽スポーツセンターは、平成17年３月末に吉

野小学校が閉校後、同年６月から地域の体育、スポーツの普及振興を目的として利用して

まいりましたが、昨年４月に吉野地区の行政区長会から、吉野体育振興会が解散するなど

利用者数の減少によりまして平成29年度以降軽スポーツセンターとして利用しない旨の申

し出がありました。このため、吉野地区の行政区長会及び施設利用団体との協議を行い、

平成28年度末をもちまして軽スポーツセンターとしての用途を廃止することになりました

ので、関連規定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が、６ページの新旧対照表をごらん願います。第２条の表

から浦幌町吉野地区軽スポーツセンター、浦幌町字共栄108番地の１を削るものでございま

す。 

 ３、施行期日でございますが、この条例は、平成29年４月１日から施行するものでござ

います。 

 以上で説明を終わりますので、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、安藤議員。 

〇安藤議員 ちょっとお聞きしたいのですが、体育館のほうについては避難場所の指定に

なっているということで、今後は行政財産として総務課かどこかで取り扱うことになるの

か。それと、あと校舎の関係ですけれども、あの校舎についてもう大変古い建物と、42年

かそのぐらいにできた建物なので、できれば地域の方と協議して解体していく方向で検討

願いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 今安藤議員から質問あった件でございますが、吉野地区軽スポーツセン

ターにつきましては今現在避難場所として指定されてございます。３月31日をもって吉野

地区軽スポーツセンターがその任務を終えて廃止されるということでございますが、４月

以降につきましては普通財産として総務課のほうで管理をするというふうに考えてござい

ます。その中で、体育館につきましては今までどおり避難場所として活用していきたいと
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いうふうに考えてございます。また、校舎につきましては、校舎の一部についてはあわせ

まして避難所の一部として活用していきたい。残りについては、今のところ博物館の収蔵

庫として活用していきたいというふうに考えてございます。それに関する部分で一部中身

について改装等が必要になりますが、その部分を行いながらそういう形で活用していきた

いというふうに町のほうでは考えてございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 今校舎の一部も避難場所ということでしたけれども、それは地域で使われて

いたところを避難場所として利用するということでよろしいのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 校舎の一部につきましては、まず体育館側の１室におきましては、今ま

で地域でカラオケ等で利用されていたところについて避難場所としていきたい。と申しま

すのは、体育館でありますと高齢者の方とかなかなかゆっくりできないとかいう場合に備

えまして、その部屋の一部を避難所として活用したいというふうに考えてございます。ま

た、今まで地域の方が集会所なりミーティングなりに使っていた場所につきましては、博

物館の収蔵庫として活用させていただきたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 教育委員会のほうにちょっとお聞きしたいのですが、博物館の保管庫という

ことですが、東山の山の上にある古い博物館、何か以前は解体するという話も聞いていた

のですけれども、いまだに残っています。あそこは、この保管庫とか収蔵庫にはなってい

ないのかどうか。それと、あとそこにある倉庫だとか、そういうところにも結構博物館の

物が入っているということを聞くのですが、もとの高校の跡地の武道館ですか、あそこも

多分今あいているのかと思うのですけれども、わざわざ吉野の今の校舎を利用しないとな

らないという何かあるのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 今お聞きされたことにつきましてお答えさせていただきます。 

 先ほどから総務課長のほうでお答えさせていただいたとおり、旧吉野小学校の校舎の一

部を収蔵庫ということで利用する予定でございます。東山の山の上の旧博物館につきまし

てもまだ物がございますので、それも吉野に持っていく予定でございますし、先ほどの東

山のところもそうですし、あと住吉の旧教員住宅のほうにも物品がございますので、それ

全部集約する形で吉野のほうに持っていく予定でございます。武道館の話につきましては、

こちらのほうでも検討はしていなかったものですから、吉野軽スポーツセンターのほうが

そういう形で廃止されるということで、再利用という観点から収蔵庫というふうな話に進
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んでいったわけでございます。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 ほぼ同じような内容のことをお聞きしたいのですが、少し細部についてお聞

きをします。 

 ご承知のように、先ほど説明ありました平成17年に吉野小学校が閉校になったというこ

とで、そのとき私その審議のときにここで１つお願いしたけれども、受け入れてもらえな

かった件があって、吉野は中学校も閉校しました。その資料を小学校へ持ってきています。

小学校の資料も100年に及ぶ資料があって、何とか教育委員会で保管する方法ないのかとお

願いしたのですが、町内どこでも閉校になったら地元で処理してもらって、預かっていな

いと教育委員会にばっさりとご回答いただきました。それで、それらの資料を今吉野小学

校の元校長室、そちらのほうに大量に保管をして、ちょこちょこ利用されている方もおら

れます。確認しておきたいのですが、体育館は先ほど安藤議員の質問のように避難場所と

いうことで、同じふうに利用していくということでありますけれども、軽スポーツセンタ

ーの条例から削除して軽スポーツセンターでなくなるということなのだけれども、何かで

使いたいといったときにはまだ使う道はあるのでしょうか。それから、教室のほうを今度

博物館的に利用するということですが、現状は床がばふばふです。ご承知だと思う。毎年

廊下も教室も、あの小学校は下全部布基礎でやってあるわけでなくて、しばれた、下がっ

たといってばふばふになるのです。その辺のことも今かなりひどい状況になっていると思

いますし、教室のほうも博物館的に使うということであれば、一教室でも会合のときにで

も利用する道があるのか。この両方について細部についてお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまの杉江議員からのご質問の今後使えるのかという部

分につきまして私のほうからお答えさせていただきたいと思います。 

 これまでは運営委員会を中心としまして、吉野の体育振興会や、それから先ほど総務課

長のほうからありましたとおりカラオケの方々とか、それから行政区の方々、そしてほか

の地域からも体育館については使用してきたというような状況でございます。今回は軽ス

ポーツセンターとしての用途を廃止しますので、基本的にはカラオケの扱いにつきまして

も吉野公民館のほうで今後活動を行うということになっていますし、ほかの活動につきま

してもこれまで使ってきた集まりの部分とか、そういったものに関しましては公民館のほ

うを活用していただくような形で考えているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 教育次長。 

〇鈴木教育次長 先ほどあった質問の中で、学校の校長先生の写真とかＰＴＡの書類とか

という話もあったかと思いますが、それにつきましては現在資料室ところに写真等が掲示

されており、またＰＴＡの書類もございます。それにつきましては、そのまま活用させて
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いただいていきたいなというふうに今の考えております。 

 また、床がかなり傷んでいるとうお話がございましたが、新年度予算でその修繕も計上

させていただいておりますので、特に収蔵庫ということでございますので、展示場で人が

たくさん出入りするような建物ではなくて、収納できるという最低限の修繕という形にな

るかと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 それで、現状では正面玄関から東側は閉鎖された状態になっています。ただ、

もとの流し場といいますか、そこには出入りできますよね。そういう状態になっているの

ですが、現状のままで今説明あったような利用の仕方をしていくということなのでしょう

か。もう少しコンパクトにするということなのか伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 現状でいきますと体育館部分と、それから玄関から入りまし

て左側のいろんなスペースのもともとの教室を使っておりまして、右側の部分につきまし

ては使っていないのですけれども、現状につきましてこれからにつきましても同じような

形で今まで使っていた部分を収蔵庫や、それから避難所というスペースで使っていくとい

うことでは変わりはないということでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 もう一つです。もちろん避難場所ですから、体育館は避難場所になっている

ということで、除雪体制そのものも現状と同じような対応をしていただけるのだろうと思

うのですが、そういう認識でよろしいですか。校舎周り、西側は町道ありますけれども、

校舎周りも現状と同じような対応になるのかということで確認をしておきたいと思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 ４月以降につきましては避難場所ということで考えてございますので、

除雪体制含めまして今までと同じような維持管理に努めてまいりたいというふうに考えて

ございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 先ほどちょっとおっしゃられたのですけれども、博物館としての収蔵のみと

いうふうに聞こえました。教室の下地のほうもそういうような簡易な感じなのかなと感じ

ます。以前もあったのですけれども、収蔵のみということになりますと、すごく言葉が悪

くて１回問題があったのですけれども、そこへ入って若干展示的な形のほうが、皆さんが
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注目しているほうがよいのではないかという感じを持つのですが、その辺についてはいか

がなものか。ただ収納だけしてしまうとなかなかみんなの目に触れないということは、そ

れなりの収蔵物があるのだと私考えているのですけれども、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 ただいまいただきました意見につきましては、３カ所に今収蔵物が分散

されています。それを一堂に集めまして、整理すべきものは当然廃棄するなりを今考えて

おります。どの程度の収蔵になるかということもございますので、学芸員とも相談しなが

ら検討してまいりたいと思います。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 確認です。将来的にはそこを例えば、私の代ではわかりませんけれども、後

世、次代に残していくことで、こういうこともあったのだなということで観覧といいます

か、見ることができる状態にしていただけるのか、そういうことをちょっと確認です。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 繰り返すような形になりますが、まだどの程度の収蔵物の量になるかわ

かりませんので、その量、あと学芸員とも協議しながら、今言ったご意見も参考にさせて

いただきながら検討させていただきたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 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１５ 議案第４号 

〇田村議長 日程第15、議案第４号 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一

部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書の14ページをごらん願います。議案第４号 職員の分限に関する

手続及び効果に関する条例の一部改正について。 

 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 
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 平成29年３月６日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を

改正する条例。 

 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（昭和26年浦幌町条例第32号）の一部を

次のように改正する。 

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

をもって説明させていただきます。説明資料の７ページをごらん願います。職員の分限に

関する手続及び効果に関する条例の一部改正説明資料。 

 １、改正の趣旨でございます。現在の条例では心身の故障に伴う降任、免職及び休職に

関する事項のみを規定しておりますが、地方公務員法の改正により分限事由が明確にされ

たことに伴います改正及び同法第28条第４項の規定に基づき、職員の失職の特例を定める

ため、条例の一部を改正するものでございます。 

 ２の改正の内容でございます。①といたしまして第１条関係、目的でございます。この

ことにつきましては、見出し、文言等を整理する内容でございます。 

 ②、第２条関係でございます。降任及び免職に関することでございます。法第28条第１

項では、職員の意に反し、降任及び免職処分について明確化されております。法に基づい

て改正するものでございます。また、このことについては条例で定めなければならないと

いうことの規定がされてございます。第１号でございます。法第28条第１項第１号では、

人事評価または勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績がよくない場合、職員の意に反

し、これを降任し、または免職することができる旨規定されておりますが、この場合にお

いて勤務成績を評定するに足りると認められる客観的事実により、その職員の勤務成績が

不良であることを確認することを規定するものでございます。 

 第２号でございます。法第28条第１項第２号では、心身の故障のため職務の遂行に支障

があり、またはこれにたえない場合、職員の意に反し、これを降任し、または免職するこ

とができる旨規定されておりますが、この場合において任命権者の指定する医師２名によ

る診断書、その他心身の故障を認定するに足りる客観的事実により、その職員が職務の遂

行に支障がある、またたえないことを確認することを規定するものでございます。 

 第３号でございます。法第28条第１項第３号では、その職に必要な適格性を欠く場合、

職員の意に反し、これを降任し、または免職することができる旨規定されておりますが、

この場合において、適格性を欠くことについてこれを認定するに足りる客観的事実により

確認するとともに、他の職に転職、異動等でございますが、させることができない場合に

限ることを規定するものでございます。 

 第４号でございます。法第28条第１項第４号では、職制もしくは定数の改廃または予算

の減少により廃職または過員を生じた場合、職員の意に反してこれを降任し、または免職

することができる旨規定されておりますが、この場合において、他の職に転職、異動等で

ございますが、させることができない場合、またはあらかじめ一般に退職者を募り、これ
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に応ずる者がない場合に限ることを規定するものでございます。 

 次のページをごらん願います。③、第３条関係でございます。休職に関する部分でござ

います。法第28条第２項第１号では、心身の故障のため長期休業を要する場合、その意に

反してこれを休職することができる旨規定されておりますが、この場合において、医師の

診断書、その他心身の故障を認定するに足りる客観的事実によって長期療養を要すること

を確認しなければならないことを規定するものでございます。 

 ④、第６条関係でございます。失職の特例でございます。法第16条第２号では欠格条項

が定められてございます。禁錮以上の刑に処せられた職員は、その執行を終えるまで、ま

たはその執行を受けることがなくなるまで失職することになる規定が定められ、条例で定

める場合においては失職させないことができる旨規定されてございます。このため、第１

項で、その罪が過失によるものであり、かつ刑の執行が猶予された者については情状によ

り特にその職を失わせないものとすることができる旨を規定するものでございます。第２

項で、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする

旨を規定するものでございます。 

 ⑤でございます。第７条関係でございます。文書の交付でございます。法またはこの条

例の規定により、職員の意に反し降任、免職及び休職の処分をするときは、その旨を記載

した文書を職員に交付しなければならない旨を規定するものでございます。 

 ⑥、第８条関係でございます。この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者がこれを

定める旨を規定するものでございます。 

 ３の施行期日につきましては、平成29年４月１日から施行するものでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第４号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１６ 議案第５号 

〇田村議長 日程第16、議案第５号 浦幌町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

改正についてを議題といたします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書の16ページをごらん願います。議案第５号 浦幌町職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成29年３月６日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例。 

 浦幌町職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年浦幌町条例第２号）の一部を次

のように改正する。 

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

て説明させていただきます。説明資料の11ページをごらん願います。浦幌町職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １、改正の趣旨でございます。地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介

護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行

に伴い、改正を行うものでございます。あわせまして、地方公務員法の改正に伴いまして、

本条例において引用している条文の引用先が変更となることから、改正を行うものでござ

います。 

 ２の改正の内容でございます。①といたしまして、地方公務員の育児休業等に関する法

律等の改正に伴い、介護休暇の分割取得及び介護時間を新設するものでございます。初め

に、介護休暇の分割取得でございますが、まず介護休暇とは同居する配偶者や父母、子ど

も等が負傷、疾病、老齢により２週間以上にわたり日常生活を営むことに支障がある場合

に、介護をするため職員が勤務しないことが適当であると認められた場合に２週間以上６

カ月以内の範囲内で取得できる休暇で、この間の給与については減額するとした制度でご

ざいます。今回の法改正に伴いまして、取得できる休暇の期間を現行の連続する６カ月以

内から３回を超えない範囲で、かつ通算して６カ月を超えない範囲と改正するものでござ

います。２点目の介護時間の新設でございます。従来の介護休暇とは別に介護時間制度が

新設されたものでございます。連続する３年以内の範囲内において、介護のため１日につ

き２時間を超えない範囲で勤務しないことができる制度を設けるものでございます。また、

職員が介護のために時間外勤務の免除を申請した場合には、公務の運営に支障がある場合

を除き、時間外勤務をさせてはならない旨も規定されてございます。なお、当該時間の給

料につきましては、介護休暇同様減額となるものでございます。 

 ②の地方公務員法の条文の引用につきましては、法改正により引用先が変更となること

から、当該引用先について改正するものでございます。 

 ３の施行期日につきましては、平成29年４月１日から施行するものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いします。 
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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５号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１７ 議案第６号 

〇田村議長 日程第17、議案第６号 浦幌町職員の育児休業等に関する条例の一部改正に

ついてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書の19ページをごらん願います。議案第６号 浦幌町職員の育児休

業等に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成29年３月６日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例。 

 浦幌町職員の育児休業等に関する条例（平成４年浦幌町条例第４号）の一部を次のよう

に改正する。 

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

て説明させていただきます。説明資料の15ページをごらん願います。浦幌町職員の育児休

業等に関する条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １、改正の趣旨でございます。地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介

護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行

に伴いまして改正を行うものでございます。 

 改正の内容でございます。地方公務員の育児休業等に関する法律等の改正に伴いまして、

従来の育児休業、育児短時間勤務及び育児時間の対象となる子に法律上の親子関係に準ず

る子を加え、子の範囲を拡大するものでございます。①でございます。民法に基づき、職

員が特別養子縁組の成立を請求し、現に職員が養育している子。具体的に申しますと、職

員が親のさまざまな事情で養育できない子との間に実の親子に準ずる関係を結ぶため、家
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庭裁判所に特別養子縁組の成立請求をしている期間において、現に職員が養育している子

どもを指すものでございます。②でございます。児童福祉法に基づき、将来職員が養子縁

組を結ぶことを前提に養育している子。具体的に申しますと、職員が親のさまざまな事情

で養育できない子を児童相談所から養子縁組里親として委託され、一時的に保護、養育し

ている子のうち、職員が将来養子縁組を希望している子どものことを指すものでございま

す。③でございます。その他これらに準ずる子として人事院規則で定める子でございます。

具体的には、職員が親のさまざまな事情で養育できない子を児童相談所から養育里親とし

て委託され、一時的に保護、養育している子どもを指すものでございます。 

 ３の施行期日につきましては、平成29年４月１日から施行するものでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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１８ 議案第７号 

〇田村議長 日程第18、議案第７号 浦幌町職員の給与に関する条例の一部改正について

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書の22ページをごらん願います。議案第７号 浦幌町職員の給与に

関する条例の一部改正について。 

 浦幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成29年３月６日提出、浦幌町長。 

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

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

する。 

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

て説明させていただきます。説明資料の19ページをごらん願います。浦幌町職員の給与に
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関する条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １、改正の趣旨でございます。労働基準法施行規則の規定により、養護老人ホームにお

ける当直勤務について夜勤への見直しが必要であることから改正を行うものでございま

す。あわせまして、地方公務員法の改正に伴い、本条例において引用している条文の引用

先が変更となったことから改正を行うものでございます。 

 改正の内容でございます。当直勤務につきましては、労働基準法において事業所に宿泊

して行う定期的な巡視、緊急の文書または電話の収受、緊急事態の発生に対処するための

準備などを目的とした勤務とされてございます。今回養護老人ホームにおきましては、現

在入所者が50人ほどおります。うち30名ほどが介護認定を受けられてございます。年々介

護認定を受けられる方がふえているような入居状況にございます。こんな中、夜間におい

て断続的な介護業務が発生する場合も多いということから、今回夜勤手当を新設するもの

でございます。 

 ②といたしまして、地方公務員法の条文を引用しており、法改正により引用先が変更と

なったことから、当該引用先について改正を行うものでございます。 

 ３の施行期日につきましては、平成29年４月１日から施行するものでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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１９ 議案第８号 

〇田村議長 日程第19、議案第８号 浦幌町職員の旅費に関する条例の一部改正について

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書の24ページをごらん願います。議案第８号 浦幌町職員の旅費に

関する条例の一部改正について。 

 浦幌町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
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 平成29年３月６日提出、浦幌町長。 

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

 浦幌町職員の旅費に関する条例（昭和41年浦幌町条例第33号）の一部を次のように改正

する。 

 第１条中「第24条第６項」を「第24条第５項」に改める。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 内容につきましては、説明資料をもって説明させていただきます。説明資料の21ページ

をごらん願います。浦幌町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １、改正の趣旨でございます。地方公務員法の改正に伴い、本条例において引用してい

る条文の引用先が変更となったことから改正を行うものでございます。 

 次の22ページをごらん願いたいと思います。浦幌町職員の旅費に関する条例の新旧対照

表でございます。改正前において第１条において「第24条第６項」となっているものを改

正後、第１条において「第24条第５項」と改正するものでございます。 

 前のページに戻りまして、３の施行期日につきましては、公布の日から施行するもので

ございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第８号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２０ 議案第９号 

〇田村議長 日程第20、議案第９号 浦幌町税条例等の一部改正についてを議題といたし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 議案書の26ページ、議案説明資料は23ページをお開き願います。議案第

９号 浦幌町税条例等の一部改正について。 

 浦幌町税条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 
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 平成29年３月６日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町税条例等の一部を改正する条例。 

 本条例の改正につきましては、条文の朗読を省略し、議案説明資料により行わせていた

だきます。説明資料23ページでございます。浦幌町税条例等の一部を改正する条例説明資

料。 

 １、改正の趣旨でございます。地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一

部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令が平

成28年11月28日にそれぞれ公布されたことに伴い、浦幌町税条例等の一部を改正するもの

であります。 

 ２、改正の内容としましては、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革

を行うために地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、地方消費税率の引き上げの

実施時期の変更に対応した所要の規定の整備を行うもので、平成28年５月開催の第３回浦

幌町議会臨時会において議決をいただきました平成28年浦幌町条例第23号の一部を改正す

るものであります。 

 主な改正内容でございます。条項番号、附則第７条の３の２、改正項目は個人の町民税

の住宅借入金等特別税額控除。改正内容につきましては、個人町民税における住宅ローン

控除制度の適用期限の延長でございます。 

 条項番号、平成28年改正第１条中附則第16条、軽自動車税の税率の特例でございます。

改正内容につきましては、軽自動車税のグリーン化特例の１年延長に係る規定の整備でご

ざいます。 

 条項番号、平成28年改正附則第２条の２、改正項目は町民税に関する経過措置でござい

ます。改正内容につきましては、法人税割の税率引き下げの時期が変更となったことに伴

う規定の整備でございます。 

 条項番号、平成28年改正附則第３条の２、改正項目は軽自動車税に関する経過措置。改

正内容につきましては、軽自動車税の環境性能割の導入の時期が変更となったことに伴う

軽自動車税のグリーン化特例の１年延長に係る経過措置の新設でございます。 

 次に、条文の整理でございますが、第18条の３、第19条、第34条の４、第80条、第81条、

同条の２から同条の８、第82条、第83条、第85条、第87条から第91条、平成28年附則第15条

の２、同条の３から同条の６までにつきましては、法の改正による消費税率の引き上げの

実施時期の変更に対応した所要の規定の整備を行うものでございます。 

 ３、施行期日、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

 以上で提出議案の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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２１ 議案第１０号 

〇田村議長 日程第21、議案第10号 浦幌町ふるさとづくり寄附条例の一部改正について

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 議案書の33ページをごらん願います。議案第10号 浦幌町ふ

るさとづくり寄附条例の一部改正について。 

 浦幌町ふるさとづくり寄附条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成29年３月６日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町ふるさとづくり寄附条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町ふるさとづくり寄附条例（平成20年浦幌町条例第25号）の一部を次のように改正

する。 

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

説明資料の24ページをごらん願います。浦幌町ふるさとづくり寄附条例の一部を改正する

条例説明資料。 

 １、改正の趣旨でございますが、浦幌町ふるさとづくり寄附金は、平成20年９月に条例

制定後、平成25年度から寄附金を財源に事業を実施しておりまして、現在は４つの事業区

分を基本に寄附金を充てているところでございます。また、本町と民間団体等が連携して

組織するうらほろスタイル推進地域協議会では、地域への愛着を育む事業など４つのプロ

ジェクトを柱に、子どもたちが夢と希望を抱ける町を目指し、事業を進めていますが、こ

の取り組みをさらに推進し、ふるさとづくり寄附金を活用して事業展開を図るため、関連

規定を改正するものでございます。 

 ２の改正内容でございますが、25ページの新旧対照表をごらん願います。第２条の寄附

金を活用して実施する事業区分に第４号としてうらほろスタイル推進事業を加えるもので

ございます。 

 ３、施行期日でございますが、この条例は平成29年４月１日から施行するものでござい

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第10号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２２ 議案第１１号 

〇田村議長 日程第22、議案第11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一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 議案書35ページをごらん願います。議案第11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一部改正について。 

 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の一部を改正

する条例を次のように定める。 

 平成29年３月６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

運営に関する条例の一部を改正する条例。 

 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（平成25年浦

幌町条例第２号）の一部を次のように改正する。 

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

により説明させていただきます。説明資料の26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の一部を改正する条例説明資料。 

 １の改正の趣旨でございますが、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する

ための関係法律の整備等に関する法律（平成26年法律第83号）が平成26年６月25日に公布

され、新たに地域密着型通所介護が創設されましたことにより、介護保険法（平成９年法

律第123号）についても一部が改正されたことに伴いまして、厚生労働省令で定める指定地

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（平成18年厚生労働省令第

34号）について改正が行われましたことから、本条例を一部改正するものでございます。 
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 ２の改正の内容でございますが、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（平成25年浦幌町条例第２号）の改正に当たりましては、厚生労働省

令の基準のとおり定めることを基本としておりますが、一部項目につきましては本町独自

の基準として条例を一部改正するものでございます。 

 改正の主な概要といたしましては、表をごらんいただきたいと思います。まず、サービ

スの事業種別である地域密着型通所介護につきましては、改正の内容といたしまして、居

宅サービスである通所介護のうち、利用定員が18人以下の小規模な通所介護事業所を地域

密着型サービスに移行したことから、地域密着型通所介護の基準を創設するものでござい

ます。改正する本条例の関係条項は、第３章の２を章立てとして地域密着型通所介護の基

準を創設し、第１節は基本方針として第60条の２、第２節は人員に関する基準として第60条

の３と第60条の４、第３節は設備に関する基準として第60条の５、第４節は運営に関する

基準として第60条の６から第60条の20、第５節は指定療養通所介護の事業の基本方針並び

に人員、設備及び運営に関する基準として第60条の21から第60条の38までを厚生労働省令

を基本として改正するものでございます。 

 続いて、サービスの事業種別に記載されております定期巡回・随時対応型訪問介護看護、

夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共

同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護、看護小規模多機能型居宅介護までの８つのサービス事業についてですが、改正す

る内容といたしましては、記録の整備の基準について各記録の保存期間を町の独自基準と

いたしまして２年から５年間へ延長するものでございます。これは、介護の報酬返戻請求

の消滅時効が５年間であり、介護報酬の請求に必要のある書類については同様の期間保存

の必要があることから、このたび改正するものでございます。改正する本条例の関係条項

は、第43条第２項から説明資料に記載のとおり第202条の第２項まででございます。 

 なお、本条例の新旧対照表につきましては33ページにわたるため、説明資料の添付を省

略させていただきましたので、ご了承願います。 

 ３の施行期日でございますが、公布の日から施行するものでございます。 

 以上で説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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） 
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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２３ 議案第１２号 

〇田村議長 日程第23、議案第12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一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 議案書51ページをごらん願います。議案第12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一部改正について。 

 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の一部を

改正する条例を次のように定める。 

 平成29年３月６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の一部を改正する条例。 

 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（平成

25年浦幌町条例第３号）の一部を次のように改正する。 

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

明資料により説明いたします。説明資料の28ページをごらん願います。浦幌町指定地域密

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一部を改正する条例説明資

料。 

 １の改正の趣旨でございますが、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する

ための関係法律の整備等に関する法律（平成26年法律第83号）が平成26年６月25日に公布

され、新たに地域密着型通所介護が創設されましたことにより、介護保険法（平成９年法

律第123号）についても一部が改正されたことに伴い、厚生労働省令で定める指定地域密着

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（平成18年厚生労働省令第36号）

について改正が行われましたことから、本条例の一部を改正するものでございます。 

 ２の改正の内容でございますが、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
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援の方法に関する条例（平成25年浦幌町条例第３号）の改正に当たりましては、厚生労働

省令の基準のとおり定めることを基本としておりますが、一部項目につきましては本町独

自の基準とし、条例を一部改正するものでございます。 

 改正の主な概要といたしましては、表をごらんいただきたいと思います。まず、サービ

スの事業種別であります介護予防認知症対応型通所介護につきましては、改正の内容とい

たしまして、地域との連携や運営の透明性を確保するため、運営推進会議の設置を義務づ

けることを厚生労働省令に従い改正するものでございます。改正する本条例の関係条項は、

第40条でございます。 

 続いて、サービスの事業種別の介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能

型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護の３つのサービス事業についてですが、

改正する事業といたしましては記録の整備の基準について各記録の保存期間を町の独自基

準として２年間から５年間へ延長するものでございます。これは、介護の報酬返戻請求の

消滅時効が５年間であり、介護報酬の請求に必要のある書類については同様の期間保存の

必要があることから改正するものでございます。改正する本条例の関係条項は、第41条第

２項、第65条第２項、第86条第２項でございます。 

 ３の施行期日でございますが、公布の日から施行するものでございます。 

 本条例の新旧対照表につきましては29ページから33ページに記載しておりますので、ご

参照願います。 

 以上で説明を終わります。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、阿部議員。 

〇阿部議員 今のところの説明資料29ページの40条の部分の運営推進会議とあります。こ

れ現在まではなかったということですね。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまの阿部議員のご質問にお答えいたします。 

 現在まではこの運営推進会議というのはありませんでした。このたびの改正で新たに運

営推進会議の設置ということが義務づけられたということでございます。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 もう少し確認させてください。これは、各事業所につき推進会議をつくらな

ければならないということでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 各事業所につきといいますか、このたび条例を改正しましたそれぞ

れのサービス事業所につきまして運営推進会議を設置というような内容でございます。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 
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〇阿部議員 ということは、地域密着型の事業所ということで考えていいのかなと思って

いるのですけれども、例えばＮＰＯだとか社会福祉協議会とか、そういったことを考えて

よろしいでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまの質問でございますが、サービスの種類というものがござ

いまして、それぞれサービスの種類の事業を行っているところの事業所につきましては浦

幌町の条例で運営推進会議を義務づけ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２４ 議案第１３号 

〇田村議長 日程第24、議案第13号 浦幌町立診療所条例の一部改正についてを議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 54ページをごらんください。議案第13号 浦幌町立診療所条例の一

部改正について。 

 浦幌町立診療所条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成29年３月６日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町立診療所条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町立診療所条例の一部を次のように改正する。 

 第９条を次のように改める。 

 以下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、説明資料を

もって説明させていただきます。説明資料34ページをごらん願います。浦幌町立診療所条

例の一部を改正する条例説明資料。 

 １、改正の趣旨でございますが、第９条全文改正ということで、浦幌町立診療所におけ
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る診療時間及び休診日について条例の条項を整理し、規定の明確化を図るため一部改正を

行うものでございます。 

 ２、改正の内容でございますが、まず①、見出しの整理につきましては、条文の内容構

成から休日に係る休診日の定義づけ整理で、文言の変更となっております。 

 ②の第１項につきましては、診療時間における診療行為について外来患者における診療

時間を定義しております。 

 ③の第２項につきましては、次に掲げる日を外来における休診日とし、診療行為を行わ

ない日と定めます。ただし、急を要する場合等は例外とするということで例外規定を設け、

急患の受け入れを可能としております。３つの休診日については、第１号で日曜日及び土

曜日、第２号で国民の祝日に関する法律に規定する休日、第３号で12月29日から翌年の１

月３日までの日と定めています。第３号は役場と違っておりますが、診療所の年始につき

ましては４日からということで従来から診療を行っておりますので、その実態に合わせた

ものでございます。 

 ④の第３項につきましては、第１項及び第２項における診療時間、休診日の規定に係る

例外対応を要する場合の措置を定めたものでございます。 

 新旧対照表につきましては35ページに記載しておりますので、ご参照願いたいと思いま

す。 

 また、３の施行期日でございますが、公布の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） 

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２５ 議案第１４号 

〇田村議長 日程第25、議案第14号 浦幌町酪農ヘルパー対策事業基金の設置・管理及び

処分に関する条例の廃止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。 

 産業課長。 
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〇岡崎産業課長 それでは、議案書56ページをごらん願います。議案第14号 浦幌町酪農

ヘルパー対策事業基金の設置・管理及び処分に関する条例の廃止について。 

 浦幌町酪農ヘルパー対策事業基金の設置・管理及び処分に関する条例を廃止する条例を

次のように定める。 

 平成29年３月６日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町酪農ヘルパー対策事業基金の設置・管理及び処分

に関する条例を廃止する条例。 

 浦幌町酪農ヘルパー対策事業基金の設置・管理及び処分に関する条例（平成３年浦幌町

条例第７号）は、廃止する。 

 附則、この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

 本条例の提案の内容の説明につきましては、議案説明資料のほうをごらんください。議

案説明資料36ページをごらん願います。浦幌町酪農ヘルパー対策事業基金の設置・管理及

び処分に関する条例を廃止する条例説明資料。 

 １、趣旨でございますが、この基金は、酪農ヘルパー対策事業の振興を図ることを目的

に設置いたしまして、これまで浦幌町酪農ヘルパー有限責任事業組合の運営費に対する補

助金の財源といたしまして繰り入れを行ってまいりましたが、今年度をもちまして基金残

高がなくなることから条例を廃止するものでございます。なお、今後につきましては、浦

幌町酪農ヘルパー有限責任事業組合に対しまして一般財源をもって引き続き支援をしてい

く予定となっております。 

 施行期日につきましては、平成29年4月１日から施行するものでございます。 

 以上で説明を終わりますので、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２６ 議案第１５号 

〇田村議長 日程第26、議案第15号 町道路線の廃止及び認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。 

〇小川施設課長 それでは、議案書の58ページをごらん願います。議案第15号 町道路線

の廃止及び認定について。 

 次のとおり町道路線を廃止及び認定することについて、道路法第８条第２項及び第10条

第３項の規定により、議会の議決を求める。 

 平成29年３月６日提出、浦幌町長。 

 １、廃止路線、整理番号3069、路線名、厚内大通、起点、厚内大通44番地地先（道道直

別共栄線）、終点、厚内５番地の１地先、延長278.80メートル、重要な経過地、厚内でござ

います。 

 ２、認定路線、整理番号3090、路線名、厚内幹線、起点、厚内大通54番地地先（道道直

別共栄線）、終点、チプネオコツペ12番地２地先（道道直別共栄線）、延長894.80メートル、

重要な経過地、厚内でございます。 

 本議案につきましては、説明資料の37ページから38ページをごらん願います。１の廃止

路線につきましては、説明資料38ページにございます廃止認定路線図におきまして緑色で

表示している区間でございます。この区間につきましては、これまで町道厚内大通として

認定、管理を行っておりましたが、道道直別共栄線の整備が完了し、道道として供用が開

始されたことに伴いまして、町道として管理する必要がなくなったことから廃止するもの

でございます。次に、２の認定路線につきましては、同じく廃止認定路線図におきまして

赤色で表示している区間でございます。こちらの区間につきましては、これまで道道直別

共栄線として北海道が認定、管理しておりました区間でございますが、新たなルートにお

いて整備が完了し、供用が開始されたことに伴いまして、これまでの道道直別共栄線、厚

内市街地区間について本町が移管を受けて町道として管理することとなりますことから、

新たに町道として認定するものでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第15号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時２９分  休憩 

午後 ２時５０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 

    ◎日程第２７ 議案第１６号 

〇田村議長 日程第27、議案第16号 平成28年度浦幌町一般会計補正予算を議題といたし

ます。 

 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、18ページ、20款１項町債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 別冊の補正予算書の１ページをごらん願います。あわせまして、議案説

明資料の39ージをお開き願いたいと思います。 

 議案第16号 平成28年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成28年度浦幌町の一般会計補正予算（第13回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３億6,923万6,000円を減額し、歳入

歳出の総額を歳入歳出それぞれ63億9,058万2,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費） 

 第２条 繰越明許費の追加は「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （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29年３月６日提出、浦幌町長。 

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

 次に、６ページをごらん願います。第２表、繰越明許費補正でございます。追加の内容

でございます。29年度へ繰り越して事業を実施するものでございます。２款総務費、３項

戸籍住民登録費、事業名、個人番号カード交付事業、金額40万4,000円、内容といたしまし

て個人番号カード交付事業に係る概算交付額を繰り越して事業を行うものでございます。

また、本事業につきましては補正予算をあわせて提出しておりますので、よろしくお願い

します。６款農林水産業費、１項農業費、事業名、浦幌町担い手確保・経営強化支援事業、

金額2,000万円、内容といたしまして国の平成28年度補正予算で予算措置されました農業機

械等の導入を支援する事業において一部29年度へ繰り越して事業を実施する内容でござい

ます。また、本事業につきましてもあわせまして補正予算を提出しておりますので、よろ

しくお願いします。６款農林水産業費、１項農業費、事業名、台風被害等による鹿柵被害

復旧支援事業、金額5,580万円、昨年８月の台風により町内全域において鹿柵への被害が多

数発生したことから、被災鹿柵の復旧に要する経費について支援をする事業におきまして

次年度へ繰り越して事業を実施する内容でございます。また、本事業につきましても補正

予算をあわせて提出してございますので、よろしくお願いします。６款農林水産業費、１

項農業費、事業名、合流地区担い手育成型畑地帯総合整備事業、金額747万3,000円、明渠

排水２ヘクタール、区画整理10ヘクタールを次年度へ繰り越して事業を実施する内容でご

ざいます。この事業につきましても補正予算を提出しておりますので、よろしくお願いし

ます。11款災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧費、事業名、公共土木施設災害応急事

業、金額2,820万円、昨年の９月開会の第３回町議会定例会におきまして追加補正予算を提

出いたしまして議決をいただきました８月の台風に係ります災害応急費のうち、５本の事

業工事に係りまして次年度へ繰り越して事業を実施する内容でございます。11款災害復旧

費、１項公共土木施設災害復旧費、事業名、現年発生補助災害復旧事業、金額3,867万円、

内容といたしましては昨年８月の台風10号による大雨により被災した公共土木施設につい

て実地査定を終え、災害復旧費が確定したため、道路１路線１カ所、河川２河川３カ所に

係る工事につきまして次年度へ繰り越して事業を実施する内容でございます。また、本事

業につきまして補正予算をあわせて提出してございますので、よろしくお願いします。11款

災害復旧費、２項農林水産施設災害復旧費、事業名、林道川流布小笠原線災害復旧事業、

金額1,550万円、昨年の８月の台風10号による大雨により被災した林道について実地検査を

終え、災害復旧費が確定したため、林道１路線３カ所に係る工事について次年度へ繰り越

して事業を実施する内容でございます。また、あわせまして本事業についても補正予算を

提出しておりますので、よろしくお願いします。 

 次に、７ページをごらん願います。第３表、地方債補正。変更でございます。起債の目

的、過疎対策事業でございます。補正前限度額３億5,410万円、補正後限度額２億9,440万

円でございます。内容でございます。移住・交流・若者の定住促進対策事業、補正前限度

額2,120万円、補正後限度額2,330万円。地域公共交通確保事業、補正前限度額2,370万円、
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補正後限度額2,270万円。紙おむつ購入費助成事業、補正前限度額180万円、補正後限度額

140万円。特定不妊治療事業、補正前限度額300万円、補正後限度額200万円。雇用促進事業

補助事業、補正前限度額240万円、補正後限度額570万円。模範牧場作業用機械購入事業、

補正前限度額940万円、補正後限度額670万円。合流地区担い手育成型畑地帯総合整備事業、

補正前限度額440万円、補正後限度額220万円。林道上出沢線開設事業、補正前限度額780万

円、補正後限度額660万円。道路建設補助事業、補正前限度額１億1,240万円、補正後限度

額6,400万円。橋梁長寿命化修繕事業、補正前限度額1,440万円、補正後限度額1,470万円。

除雪機械購入事業、補正前限度額600万円、補正後限度額660万円。住宅リフォーム補助事

業、補正前限度額1,000万円、補正後限度額830万円。消防車両購入事業、補正前限度額

3,730万円、補正後限度額3,660万円。次のページをごらん願います。学校給食費補助事業、

補正前限度額1,650万円、補正後限度額1,360万円。給食センター改築事業、補正前限度額

2,400万円、補正後限度額2,020万円。次に、起債の目的、公営住宅建設事業、補正前限度

額2,730万円、補正後限度額1,280万円。ここまでにつきましては、事業費等の確定に伴い

ます内容でございます。次に、起債の目的、災害復旧事業、公共土木施設現年発生補助災

害復旧事業、補正前限度額ゼロ、補正後限度額770万円。公共土木施設現年発生単独災害復

旧事業、補正前限度額ゼロ、補正後限度額1,010万円。農林水産施設現年発生補助災害復旧

事業、補正前限度額ゼロ、補正後限度額110万円。災害復旧事業全体で補正前限度額ゼロに

対しまして補正後限度額1,890万円となるもので、災害復旧事業につきまして新たに追加す

る内容でございます。また、補正後の起債の方法、利率、償還の方法につきましては変更

がございませんので、よろしくお願いします。 

 次に、９ページをごらん願います。歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括について

は、説明を省略させていただきます。 

 今回の補正につきましては、歳入におきましては町税、分担金及び負担金、各使用料等

につきまして２月中旬までの実績、または見込み等に基づき追加、減額並びに補助金等に

ついては確定並びに確定見込みに伴う補正を行うものでございます。歳出につきましては、

人件費につきましては共済組合特別負担率の確定、育児休業取得、復帰日の確定並びに執

行残による補正でございます。その他各種事業につきましては、執行残、事業費の確定及

び実績見込み等の精査に伴う補正でございます。これらに係ります説明につきましては、

説明を省略させていただきます。 

 次に、11ページをごらん願います。２、歳入、１款町税、１項町民税、１目個人2,862万

5,000円を追加し、２億3,600万円。 

 ２目法人2,100万円を追加し、4,564万円、内容につきましては説明資料39ページに記載

のとおりでございます。 

 ２項１目固定資産税1,680万円を追加し、２億7,950万3,000円、内容につきましては説明

資料39ページに記載のとおりでございます。 

 ４項１目町たばこ税114万8,000円を減額し、4,005万1,000円、内容といたしましては説
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明資料40ページに記載のとおりでございます。 

 ３款１項１目利子割交付金50万円を減額し、50万円。 

 ６款１項１目地方消費税交付金2,000万円を減額し、8,000万円。 

 次のページをごらん願います。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435万円を減額し、1,674万6,000円、内容といたしましては説明資料55から56ページ

に記載のとおりでございます。 

 ２項負担金、１目民生費負担金224万7,000円を追加し、１億1,977万4,000円、４節の老

人福祉施設費負担金につきましては説明資料49ページに記載のとおりでございます。 

 12款使用料及び手数料、１項使用料、２目民生使用料106万5,000円を追加し、2,941万

6,000円。 

 ５目土木使用料640万円を減額し、7,810万4,000円。 

 ６目教育使用料40万円を追加し、393万7,000円。 

 13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金707万3,000円を減額し、１億

3,689万円、内容といたしましては３節児童福祉費国庫負担金につきましては説明資料48ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ２目衛生費国庫負担金14万8,000円を減額し、８万円。 

 ３目災害復旧事業国庫負担金3,093万6,000円を追加し、3,093万6,000円、内容といたし

ましては説明資料59ページに記載のとおりでございます。 

 ２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金129万9,000円を減額し、575万円、１節の総務費

補助金のうち、社会保障・税番号制度システム整備費補助金につきましては説明資料40ペ

ージから41ページ、通知カード・個人番号カード関連事務費補助金につきましては説明資

料44ページに記載のとおりでございます。 

 ２目民生費国庫補助金352万3,000円を減額し、3,680万3,000円、１節社会福祉費補助金

につきましてはそれぞれ45、46ページに記載しているとおりでございます。 

 次のページをごらん願います。３目土木費国庫補助金１億6,331万円を減額し、１億

6,589万1,000円。 

 ４目教育費国庫補助金５万3,000円を減額し、26万5,000円、内容といたしましては説明

資料41ページに記載のとおりでございます。 

 ３項委託金、３目土木費委託金120万円を追加し、650万円。 

 14款道支出金、１項道負担金、２目民生費道負担金186万2,000円を減額し、9,405万

5,000円、５節の児童福祉費道負担金につきましては説明資料48ページに記載のとおりでご

ざいます。 

 ３目衛生費道負担金７万4,000円を減額し、10万8,000円。 

 ２項道補助金、１目総務費道補助金19万1,000円を減額し、133万8,000円。 

 ２目民生費道補助金118万円を減額し、976万7,000円。 

 ４目農林水産業費道補助金8,328万1,000円を追加し、２億3,928万5,000円、１節につき



 － 53 － 

ましては説明資料51から56ページに記載のとおりでございます。また、２節の林業費補助

金につきましては説明資料61ページに記載のとおりでございます。 

 ３項委託金、１目総務費委託金503万7,000円を減額し、1,653万9,000円。 

 次のページをごらん願います。３目農林水産業費委託金24万2,000円を追加し、1,419万

円。 

 ５目土木費委託金51万6,000円を追加し、3,427万円。 

 15款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入81万8,000円を追加し、5,295万円、

５節につきましては説明資料42ページに記載のとおりでございます。 

 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入720万7,000円を追加し、1,194万1,000円。 

 16款１項寄附金、２目指定寄附金7,680万円を減額し、4,341万1,000円。 

 17款繰入金、２項１目基金繰入金２億1,504万1,000円を減額し、２億5,377万7,000円。 

 19款諸収入、５項１目雑入28万4,000円を減額し、4,115万3,000円。 

 20款１項町債、１目総務債110万円を追加し、１億9,937万7,000円。 

 ２目民生債40万円を減額し、2,170万円。 

 ３目衛生債100万円を減額し、3,780万円。 

 ４目労働債330万円を追加し、570万円。 

 ５目農林水産業債610万円を減額し、1,550万円。 

 ６目土木債6,370万円を減額し、１億640万円。 

 ７目消防債70万円を減額し、3,660万円。 

 ８目教育債670万円を減額し、3,380万円。 

 ９目災害復旧債1,890万円を追加し、1,890万円。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 歳入の町税についてお聞きしたいと思いますが、金額が今回大変多いと思わ

れます。個人税と法人税、固定資産税合わせて6,000万円近い金額になっている。これは、

確定されたのはいつでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 ただいまのご質問につきましてご説明いたします。 

 今回の補正につきましては、課税額の確定に伴いそれぞれの科目を追加補正するもので

ございますが、課税につきましては町道民税につきましては６月の発付というような形に

なってございます。一旦確定されまして、その後の増減等もございまして、最終的には10月、

11月ごろには確定するという時期になってございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 ９月の補正というわけにはいかないけれども、12月なら補正できるのかなと
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思うのです。額の確定、完全なものではなくても、12月にある程度決まっているのであれ

ば補正して、この財源はまたいろいろなものに使える財源だと思いますので、そういうこ

とにはならなかったのかどうかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 12月の補正予算のときに補正という形でとることはできたと考えており

ます。また、早い時点での補正を行うということによりまして一般財源としての確保がで

きるということのご意見でございますし、今後12月の確定した段階で補正できるかどうか

ということで考えてまいりたいと思っております。 

〇田村議長 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいま町税に関してのご質問ということで、担当課長のほうから町税に

ついての見解的な説明がございましたけれども、町の予算編成、補正にあっても予算編成

でございますので、予算については歳入があって歳出というのが大原則でございます。自

治法に基づいた公会計上の仕組みとしては歳入があって歳出ということで、総計予算主義

とも呼ばれております。その中にあって、歳入にあっては確定的なものがないと、予算を

執行している中で歳入欠陥という事態に陥ってはいけないという面がございますので、歳

入の町税にかかわりましては特に従前から確定の段階において精査した中で３月の補正と

いうことで、ある程度精査をさせていただいてきているというのが従前からここ数年来ず

っと行ってきている対応でございますので、おっしゃる意味合いについてはおわかりいた

しますけれども、会計の仕組みとしては歳入欠陥を起こさない中での予算の執行というこ

とが、町民の大きな財産でございますので、このことについてはご理解いただきたいと思

います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 関連でございますけれども、副町長の言うのもわかります。でも、余りにも

金額の差異というか、大き過ぎる。ここ数年間は4,080万円とか4,420万円、2,550万円と、

過去何年かは何千万円単位の差異でちょっと大き過ぎるのではないかなというふうに思い

ますので、確実な数字ということもわかりますが、町民の福祉のことを考えますと、新た

に負債を起こすのではなくて、80％くらい見込み額が決まるのであれば、私は12月の補正

もある程度考慮していかれてはどうかなというふうに思いますが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問についてお答えをさせていただきたいと思います。 

 そういった側面もあろうかと思いますけれども、そもそも今定例会におきましては新し

い年度の予算審査も日程的にございますけれども、当初予算におきましては前年度実績を

加味しながら予算計上させていただいております、町税に限っては。ただ、それを100％見

込むというわけにもいきませんので、当初からその分については先ほど来からご説明させ
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ていただいていますとおり、歳入欠陥が生じますとその歳入について歳出はどう補ってい

くのだという、これは本当にあってはならない話でございますので、公会計でございます

ので、この辺は歳入があって歳出という形での予算を組ませていただいておりますので、

また特に町税に係る法人、個人町税につきましては町が実際に賦課するわけでありますけ

れども、その根底にあるのは所得税、国税でございますので、所得税については町が賦課

するわけにはいきませんので、外的要因としての根本的な基礎がございますので、この時

期が町の算定と違っておりますので、なかなかその辺が時期としてはうまくいかないとい

ったことがございますので、このことについては町税をもって歳入の中で今般の補正同様、

従前から行ってきた中ではそういった形で進めさせていただいておりますので、また会計

につきましては単年度会計ではございますけれども、各年度延々として続いてまいります

ので、そのことについては繰り越し対応を含めて行ってきているということについてご理

解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 石橋をたたいて渡っている状態というか、そういうことはよくわかりますが、

余りにも金額が大きいということで、私は何かもう少し考える余地がないのかなというこ

とで今回質問いたしております。あくまでもそういう方針であるのであれば、過去も何千

万円単位で補正を組んでいるということに関しても同じような考えで進んできたというこ

とで、何百万円単位でしたらやむを得ないかなというふうに思いますが、26年度は4,420万

円、それから27年度が4,080万円と本当に大きな数字で差異が生じているということに私は

疑問を持ちまして、安藤議員もおっしゃったようにある程度12月に計上して財源を使える

ような状態に、町民の福祉の向上を願って使えるような状態にならないかなということで

この質問をしております。 

〇田村議長 副町長。 

〇鈴木副町長 先ほど来からの質問に対するお答えをさせていただいているとおりでござ

いますけれども、何度も申し上げますけれども、歳入があって歳出という中で予算という

のは性質上なっているという、これは法的な性格でございます。その中にあって、仮に歳

入をそういった形で見越した中で歳出を組んでいった中に歳入欠陥が起きますと、歳出は

当然事業が執行できなくなります。これは、歳入があった中で歳出を組んでいるものであ

りますから、その事業ができなくなると、当初予定していたものがそういった中で事業が

執行できなくなるということについては、これは大きな影響が出るというふうに捉えてお

りますので、大きな期待を寄せた中で過不足、歳入が不足したということだけで執行がで

きなくなるというのは、そうなると会計運営としてはどうなのだろうという大きな疑問が

立ちますので、ここは歳入が確定した中での部分として事務処理は、先ほどタイムラグ的

に申し上げましたけれども、特に町民税においては国税である所得税の算定上の確定がな

いとそれが根拠として賦課できませんので、そういった中ではタイムラグが生じるという

ことについてはまず１点ご理解いただきたいということと、その中で金額的には合わせて
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6,000万円ほどになっておりますけれども、当初予算から繰り入れた中では大きな率として

は10％ぐらいになるのでしょうか、そういった中では従前からこういう形でやらせていた

だいているということについてご理解をいただきたいということを何度も申し上げており

ますけれども、いずれにいたしましても歳入欠陥が起きるということについては、会計処

理上はこれは町民の皆さんの信頼を得るということになりませんので、そういった形では

この形で従前から行っていることについてご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に19ページ、１款１項議会費から32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。 

〇大山総務課長 議案書の19ページをお開き願います。あわせまして、説明資料につきま

しては42ページをお開き願います。 

 ３、歳出、１款１項１目議会費140万2,000円を減額し、7,601万7,000円。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費１万円を追加し、３億4,458万円、内容と

いたしましては説明資料42ページに記載してございますが、臨時職員任用増に伴います賃

金並びに職員の事務用椅子の購入に係ります経費、あわせまして北海道市町村備荒資金組

合超過納付金を追加する内容でございます。 

 次のページをごらん願います。２目情報化推進管理費1,490万円を減額し、１億3,428万

4,000円。 

 ３目文書広報費４万円を減額し、601万6,000円。 

 ４目自動車管理費86万8,000円を減額し、2,003万3,000円、内容につきましては説明資料

42ページ、43ページに記載してございますが、昨年の台風によりましてＪＲが一部運休に

なったことにより高速道路を使用する場面がふえまして、高速道路使用料を追加する内容

でございます。 

 ５目財産管理費50万円を減額し、2,669万5,000円。 

 ６目財政調整等基金費7,680万円を減額し、１億8,782万1,000円。 

 ７目企画費676万1,000円を減額し、9,731万7,000円。 

 次のページをごらん願います。８目支所費12万1,000円を減額し、1,948万4,000円。 

 ９目公平委員会費１万1,000円を追加し、２万2,000円、説明資料43ページに記載してご

ざいますが、臨時公平委員会開催に伴います経費を追加する内容でございます。 

 10目生活安全推進費177万5,000円を減額し、2,075万2,000円。 

 11目成人式費１万1,000円を減額し、24万7,000円。 

 13目諸費784万1,000円を減額し、6,391万1,000円、説明資料につきましては43ページに

記載してございますが、本別浦幌生活維持路線バス運行補助金につきまして本別高校へ通

学する生徒の増加に伴いまして負担金を増加する内容でございます。 
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 14目ふるさとづくり寄附奨励費4,691万2,000円を減額し、4,150万4,000円、寄附件数の

減少に伴うものでございます。 

 ２項徴税費、１目税務総務費10万3,000円を減額し、2,870万5,000円。 

 ２目賦課徴収費37万3,000円を減額し、1,600万7,000円。 

 ３項１目戸籍住民登録費71万2,000円を追加し、1,925万9,000円、内容につきましては説

明資料44ページに記載してございますが、個人番号カード交付に係る経費を追加する内容

でございます。 

 次のページをごらん願います。４項選挙費、１目選挙管理委員会費48万6,000円を減額し、

1,064万円。 

 ２目参議院議員選挙費73万3,000円を減額し、681万2,000円。 

 ３目海区漁業調整委員選挙費93万円を減額し、15万8,000円。 

 ５項統計調査費、２目指定統計調査費8,000円を追加し、51万4,000円。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費981万5,000円を減額し、３億3,800万

5,000円、説明資料につきましては44ページから46ページにそれぞれ記載してございます。

負担金、補助金、給付費等、それぞれ確定見込みに伴います補正でございます。次のペー

ジをごらん願います。19節負担金、補助及び交付金に係ります説明資料につきましては、

44ページから45ページに記載してございます。20節扶助費に係ります障害介護等給付費に

つきましては46ページ、自立支援医療給付費につきましては47ページにそれぞれ内容につ

いて記載してございますので、よろしくお願いします。 

 ３目厚生委員費59万円を減額し、290万円。 

 ４目青少年健全育成費２万円を減額し、27万2,000円。 

 ５目社会福祉施設費132万円を減額し、79万1,000円、内容といたしましては説明資料47ペ

ージに記載してございますが、生活相談員に係る報酬を減額する内容でございます。 

 ６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費281万8,000円を減額し、951万6,000円。 

 ７目後期高齢者医療費1,105万8,000円を減額し、１億190万1,000円、説明資料につきま

しては47ページに記載してございますが、療養給付費負担金の精算に伴いまして減額を行

うものでございます。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費191万2,000円を減額し、1,289万8,000円、説明資

料48ページに記載してございますが、出産祝金の対象者の減に伴うものが主なものでござ

います。 

 ２目児童措置費878万円を減額し、5,840万5,000円、説明資料につきましては48ページに

記載してございますが、対象者数の減に伴うものでございます。 

 ３目認可保育園運営費430万4,000円を減額し、7,844万2,000円、内容といたしましては

説明資料48、49ページに記載してございますが、入園児数等の増加に伴いまして賄い材料

費が不足したことに伴います追加を行うものが主なものでございます。 

 次のページをごらん願います。 
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 ４目へき地保育所運営費68万1,000円を減額し、3,262万7,000円。 

 ６目子ども発達支援センター運営費３万6,000円を追加し、1,825万8,000円。 

 ７目学童保育所費50万円を減額し、605万2,000円。 

 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費2,074万5,000円を減額し、１億5,746万5,000円。 

 ２目老人福祉施設費68万8,000円を追加し、8,699万5,000円、説明資料49ページに記載し

てございますが、保護措置対象者の増に伴うものでございます。 

 ３目老人ホーム費260万8,000円を減額し、１億7,882万円。 

 次のページをごらん願います。４目町民バス管理費80万円を減額し、449万3,000円。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費870万円を減額し、２億2,481万

7,000円。 

 ２目予防費627万2,000円を減額し、1,286万1,000円、内容といたしましては説明資料49ペ

ージに記載してございますが、予防接種の接種見込み人数の減少に伴うものでございます。 

 ３目環境衛生費116万7,000円を減額し、4,125万3,000円。 

 ４目墓地墓園費56万7,000円を減額し、919万7,000円。 

 ５目医療対策費2,015万8,000円を減額し、7,705万6,000円。 

 ８目保健福祉センター管理費25万円を減額し、1,690万9,000円。 

 ９目未熟児養育医療対策費54万円を減額し、18万1,000円。 

 次のページをごらん願います。２項清掃費、１目塵芥処理費16万1,000円を減額し、

9,028万円、説明資料につきましては50ページに記載してございますが、一般廃棄物処理セ

ンターの施設に係ります修繕及び備品に係る経費の追加並びに分担金の確定に伴う追加を

行うものでございます。 

 ２目し尿処理費30万5,000円を追加し、950万4,000円、説明資料50ページから51ページに

記載してございますが、分担金の確定に伴う追加を行うものでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 28ページの児童福祉費の学童保育所費、賃金が50万円減ということでござい

ますけれども、これは何名、先生というか、担当の方がいて、何で50万円も減されるのか、

ちょっとお聞きしたい。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 学童保育の指導員につきましては、現在４名で指導しております。50万円今回減額した

理由といたしまして、まず指導員の単価が当初890円ということで見ておりましたが、それ

は指導員の単価として見ておりましたけれども、金額が補助員の金額に変わって830円の単

価になったということで、４名のうち３名が補助員単価で、当初890円と見ていたのが１時
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間当たり830円というような形になったものですから、今回50万円の減額とさせていただき

ました。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 23ページ、ふるさとづくり寄附奨励費、補正でかなり見込みより大幅に減額

されているわけですけれども、この辺の分析というのはどのようにされているかお聞きし

たいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 ふるさとづくり寄附金につきましては、平成26年度が8,100万円までご寄附をいただきま

したけれども、平成27年度が6,700万円ということで落ち込んでいる状況でございます。当

初予算につきましては１億2,000万円ということで見させていただいたのですけれども、今

年度につきましても寄附件数や寄附金が減額となっている状況でございます。ただいまご

質問の点ですけれども、全国的な傾向でいきますと熊本地震とか、それから被災地に対す

る寄附が増加しているということが考えられます。また、そのほかには、各町村でもいろ

んな特産品の取り扱いとか、そういった中ではかなり競争が激しくなってきているなとい

うふうに感じているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 ちょっと参考のために伺います。 

 23ページの戸籍住民登録費の中の負担金、補助及び交付金のことなのですけれども、マ

イナンバーカードが現在までどの程度普及しているのか、取得されているのか、その辺の

人数についてちょっとお聞きしたいのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 カードの交付状況でございますが、平成29年２月段階で339枚を交付してございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 余りにも少ないような気がしたのだけれども、せめて1,000枚とお答えいただ

けるのかなと思って楽しみにしていたのですけれども、個人のことでありますから、余り

痛烈にということにはならないと思うのですけれども、少し交付状況が足りないのかなと、

これから税だとか保険だとかいろんなことにかかわってくるので、あるのではないのかな

と考えるのですけれども、その辺いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 
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〇山本町民課長 内訳につきましては、平成28年度の交付状況につきましては136枚という

ところで、合計が399枚になっている状況にございます。昨年度から始まった事業でありま

すけれども、なかなか申請されない方が多いというのが実態と捉えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 あくまでも先ほど言いましたように個人のことでございますから、余り強烈

なこともできないのですけれども、もう少し、個人の身分証明書にも当たるのだろうなと

私考えておりますので、その辺のこともお含みおきをいただきながら、多少宣伝もしてい

ただきたいなと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問についてお答えさせていただきます。 

 マイナンバーについて、当初から国のほうが法に基づいた整備を行ってこれを進めよう

ということで、その事務を地方公共団体がつかさどって、委任事務的なことを行ってきて

いると。その際に予算が当然ございますので、その予算を計上しながらこういった説明を

実際に町としてもしてまいりました。その中で周知的にどうなのだろうというご指摘だと

思います。ただいまご質問ありましたとおり、そのときにもマイナンバーによって、例え

ば運転免許証の自主返納にかかわって運転免許証が取得できなくなったときには、有料に

なりますけれども、マイナンバーをもって身分証明にかえられると、そういったことも含

めて周知を行ってきたということがあると思います。今後は、そういった部分も含めまし

てマイナンバーについてカードの促進に当たっては国の指導通知を参考にしながら、また

再度周知を図っていくということが必要な時期になったのかなというふうに捉えておりま

すので、この辺については今後とも周知を図ってまいるということについては努めていき

たいと思いますので、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 20ページの情報化推進管理費のことをちょっとお伺いしたいと思います。 

 補正額が1,490万円の減ということです。いろいろなシステムの保守管理からソフトの関

係から委託料から、いろんなことでマイナスということで補正がされております。説明資

料の中にも詳細はないのですが、どのような理由でこのように減額になったのか、ちょっ

とお伺いしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 私のほうから今の質問に対してお答えさせていただきます。 

 まず、第１点目は、27年度の繰り越し予算でありましたけれども、インターネットと通

常のパソコンを、ＬＧＷＡＮですね、ＬＧＷＡＮとを分けていくという中で単独で実施し
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た事業がございます。その分の事業が確定したのが大きな要因でございます。国費でやる

分と町単独でやった分の中で、その分の関係のＬＧＷＡＮ系とインターネット系を分割し

たことに伴います最終的な執行残、備品を含めて確定したことによるものが大きなもので

ございます。また、その他の中でＧＩＳに関しても、予想していたデータよりデータ数が

少なかったということの中で今回の作成委託料が減額になっているのが主なものでござい

ます。その他については、予備を含めて持っている、システムの管理に関しては予備で持

っているものもございますので、いざというときに対応できるというような形で持ってお

りましたが、今回大きな部分ではそういうＬＧＷＡＮとインターネットの分離と、あとそ

れとＧＩＳの関係が主なものかなというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 経費が安くて済むということは大変よろしいのですが、セキュリティーの関

係で弱くなるとかなんとかと、そういうことはないのですか。セキュリティーはしっかり

とできていますということでとらえてよろしいのでしょうか、それちょっとお聞きしてお

きます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 セキュリティーというのは、町の我々が使っている部分ということでよ

ろしいのでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

〇大山総務課長 基本的には問題ないというふうに考えておりますし、常にそういうこと

を含めて監視もしておりますし、そういう対応がとれるような形をとっておりますので、

今心配されたようにそのためにＬＧＷＡＮなり通常のインターネットなりを分離する。国

の事業とあわせて町のほうも対応しているというような状況でございますので、あとは当

然個人としてルールがありますので、それにのっとってやっていただければ問題ないとい

うふうに考えてございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 ホームページをゆうべ眺めていたのです。ホームページの約束事の中に、開

庁時間の月曜日から金曜日の８時半から17時15分まで、それから祝日、休日、12月31日か

ら１月５日までは受け付けますというふうに下のほうに書いてあります。町民の声をです。

このことについては間違いないのでしょうか。 

〇田村議長 福原議員、今の質問とここの問題と関係あるのですか。 

〇福原議員 あります。 

〇田村議長 この科目でないものだから。 

〇福原議員 ホームページの件ですか。 
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（何事か声あり） 

〇田村議長 暫時休憩します。 

 

午後 ３時４２分  休憩 

午後 ３時４７分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開させていただきます。 

 福原議員の質問に対して。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 すぐ回答ができなくて大変申しわけありません。 

 今ホームページのほうを確認してまいりました。役場の開庁時間ということで８時半か

ら17時15分までということでトップ画面に載っているのですけれども、どのページを開い

ても必ず下のほうにはその開庁時間というのが載っておりまして、ボイスだけではなくて、

どのページを開いても必ず役場の開庁時間というのが載っております。参考ですけれども、

ボイスにつきましてはお手紙でいただく場合もありますし、専用のメールでご意見をいた

だくような形をとっているということでございますので、ご理解いただきたいというふう

に思います。 

（何事か声あり） 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 メールでの受け付けに関しましては、時間は今の時間ではな

くて24時間全ての時間の中で受け付けるような体制をとっているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 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32ページ、５款労働費、１項労働諸費から44ペ

ージ、13款１項過年度支出金までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 補正予算書の32ページをごらん願います。あわせまして、説明資料につ

きましては51ページをごらん願います。 

 ５款労働費、１項１目労働諸費51万6,000円を追加し、650万5,000円、内容につきまして

は説明資料51ページに記載してございますが、雇用促進事業に係ります補助金を追加する

内容でございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、２目農業総務費５万5,000円を追加し、4,387万7,000円。 

 ３目農業振興費１億3,797万7,000円を追加し、２億5,158万5,000円、内容といたしまし

てはそれぞれの事業に関しまして説明資料51ページから55ページに記載してございます

が、補助金等に係ります実績見込み、確定によるものでございます。あわせまして新たに
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追加をする事業も記載してございますので、よろしくお願いいたします。 

 ５目畜産振興費641万7,000円を減額し、2,868万円。 

 ６目土地改良費21万4,000円を減額し、8,555万8,000円。 

 ８目道営土地改良事業費1,354万4,000円を減額し、3,772万6,000円、内容といたしまし

ては説明資料55ページから56ページに記載してございますが、事業費の確定及び繰り越し

予算への移行に伴うものでございます。 

 ９目地籍調査費100万7,000円を減額し、4,226万2,000円。 

 次のページをごらん願います。２項林業費、１目林業総務費３万9,000円を追加し、

2,413万2,000円。 

 ２目林業振興費55万2,000円を減額し、2,657万6,000円。 

 ３目林道維持費31万8,000円を減額し、189万7,000円。 

 ４目うらほろ森林公園管理運営費43万4,000円を減額し、2,322万4,000円。 

 ３項水産業費、１目水産業総務費13万8,000円を減額し、911万4,000円。 

 ２目水産業振興費138万6,000円を減額し、2,912万3,000円、内容といたしましては説明

資料56ページに記載してございますが、共同作業所の修繕に係る経費を追加する内容でご

ざいます。 

 ７款１項商工費、１目商工振興費800万2,000円を減額し、１億7,748万6,000円。 

 ２目観光費113万円を減額し、3,438万1,000円。 

 ３目工業対策費23万5,000円を追加し、3,563万7,000円、説明資料57ページに記載してご

ざいますが、企業向け貸付住宅に係ります備品を追加する内容でございます。 

 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費18万7,000円を減額し、2,483万8,000円。 

 次のページをごらん願います。２項道路橋梁費、１目土木車両管理費722万3,000円を減

額し、6,029万7,000円。 

 ２目道路維持事業費12万円を減額し、１億5,327万円。 

 ３目道路建設補助事業費２億945万円を減額し、２億4,203万円、内容といたしましては

社会資本整備総合交付金事業に係りまして減額の内容に伴う補正を行うものでございま

す。橋梁長寿命化修繕事業及び路面正常化調査事業につきましては約92％の配当、道路改

良舗装整備事業につきましては約36％の配当となったものでございます。全体として54％

の執行率となり、未執行に語る部分については減額をさせていただく内容でございます。 

 ３項河川費、１目河川管理費33万5,000円を追加し、2,766万8,000円、説明資料につきま

しては57ページに記載してございますが、昨年の台風によります樋門管理及び救急排水施

設に係る経費を追加する内容でございます。 

 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、８万6,000円。 

 ２目公共下水道費468万1,000円を減額し、１億7,347万2,000円。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費303万1,000円を減額し、１億315万1,000円。 

 ２目公営住宅建築費446万9,000円を減額し、7,378万3,000円 
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 次のページをごらん願います。９款１項消防費、１目常備消防費144万8,000円を減額し、

3,003万8,000円。 

 ３目職員費777万円を減額し、１億3,741万5,000円でございます。説明資料につきまして

は、58ページに記載してございます。 

 なお、参考資料といたしまして、補正予算の議案書の45ページから47ページにとかち広

域消防事務組合予算の浦幌分について記載しておりますので、後ほど参照願えればという

ふうに思います。 

 ４目非常備消防費351万円を減額し、6,278万1,000円。 

 10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費149万6,000円を減額し、6,206万8,000円。 

 ２項小学校費、１目学校管理費126万7,000円を追加し、7,494万9,000円。 

 ２目教育振興費220万5,000円を減額し、1,638万7,000円。 

 ３目特別支援教育振興費１万9,000円を減額し、433万円。 

 ４目簡易水泳プール管理費14万8,000円を減額し、35万3,000円。 

 次のページをごらん願います。５目学校保健費14万4,000円を減額し、263万1,000円。 

 ３項中学校費、１目学校管理費209万9,000円を減額し、6,143万9,000円。 

 ２目教育振興費190万円を減額し、1,574万5,000円。 

 ４目スクールバス管理費261万1,000円を減額し、6,653万4,000円。 

 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費15万円を減額し、6,138万円。 

 ５項社会教育費、１目社会教育総務費13万1,000円を追加し、4,729万2,000円。 

 ２目公民館運営費84万2,000円を減額し、4,719万3,000円。 

 ４目高齢者学級開設費15万円を減額し、35万7,000円。 

 ５目青少年教育費42万8,000円を減額し、345万1,000円。 

 ６目家庭教育学級開設費１万3,000円を減額し、17万7,000円。 

 ７目図書館管理費９万6,000円を減額し、3,728万8,000円でございます。内容といたしま

して、説明資料58ページに記載してございますが、教育文化センターに係る修繕料を追加

する内容でございます。 

 次のページをごらん願います。６項保健体育費、１目社会体育総務費16万9,000円を追加

し、1,414万7,000円、内容といたしまして説明資料58ページに記載してございますが、青

年等対外競技出場奨励費補助金について実績見込みにより追加をする内容でございます。 

 ２目社会体育施設費64万7,000円を減額し、9,935万1,000円でございます。主な内容とい

たしましては、説明資料59ページに記載してございますが、スポーツセンター、スイミン

グプールの修繕料を追加する内容でございます。 

 ３目給食センター管理費478万1,000円を減額し、9,490万1,000円、内容といたしまして

は説明資料59ページに記載してございますが、野菜の価格等の高騰により賄い材料費を追

加する内容でございます。 

 次に、11款災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧費、１目公共土木施設災害応急費62万



 － 65 － 

8,000円を減額し、8,955万7,000円。 

 ２目現年発生補助災害復旧費3,867万円を追加し、3,867万円、説明資料につきましては

59ページに記載してございますが、昨年の台風により被災した施設について実地検査を終

え、災害復旧費が確定したことに伴います補正を行うものでございます。あわせまして、

繰り越しにおいて事業を実施する内容でございます。 

 ２項農林水産業施設災害復旧費、２目水産業施設災害応急費116万4,000円を減額し、

214万3,000円、内容といたしまして説明資料60ページに記載してございますが、台風によ

る立木処理について北海道地域づくり総合交付金の対象となったことから減額をする内容

でございます。 

 ３目林業施設災害応急費26万7,000円を減額し、413万3,000円。 

 次のページをごらん願います。４目現年発生補助災害復旧費1,550万円を追加し、1,550万

円、説明資料につきましては60ページに記載してございますが、昨年の台風により被災し

た林道について災害復旧費が確定したことに伴います追加を行うものでございます。あわ

せまして、繰り越しにより事業を実施するものでございます。 

 ３項その他公共施設等災害復旧費、１目その他公共施設等災害応急費69万1,000円を減額

し、3,939万3,000円。 

 12款１項公債費、１目元金１万円を追加し、５億8,195万2,000円。 

 ２目利子470万円を減額し、7,290万2,000円、内容といたしましては説明資料60ページに

記載してございますが、利率見直し方式により借り入れしていたものの利率の変更に伴い

ます補正を行うものでございます。 

 13款諸支出金、１項１目過年度支出金135万円を減額し、691万8,000円。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 補正予算書で33ページ、説明資料で55ページでありますけれども、農業振興

費で鹿柵の調査費100％、また復旧費で90％という補正を組んでいただいております。今年

度はご承知のように春からシストセンチュウ対策ということで、これにも大きな金を農業

関係にはつけていただいて、鹿柵の件につきましては農協を含め関係者、農家も本当にど

うなるのかなということで心配をしている案件でございました。そういう中では、関係者

も胸をなでおろしているかなというふうに思っております。それで、こういうこと言いな

がらいろいろ聞くのはちょっと気が引けるのですが、経過については農業関係、また担当

のほうからも伺ってはおりましたけれども、できれば年前に工事が終わるぐらいに調査を

終わっていてくれたらなということを常に思っていたわけですけれども、いろいろ聞きま

すと調査業者の発注がおくれていると、報告もおくれていると、そういう経過の中で、今

後災害対応で特に鹿に関してはこれから出てくる時期であります。多分きのうも一斉駆除

の３回目か、出るという方がおられましたから、下のほうで一斉駆除をきのうやっていた



 － 66 － 

だいていると思います。また、上の方は仕事の都合で少し早くやっていただいたと聞いて

いますけれども、できれば春の出没前に鹿柵が完了していれば一斉駆除も大変楽に終わっ

たのでないかなと関連づけてお話しするわけですけれども、その辺のおくれていた経過に

ついてお聞きしたい。 

 それから、もう一点は、確認しておきたいのですが、災害で起きたこの状況なのですけ

れども、鹿柵については災害対応ということで対応できない、今後もそういうことが続く

のか、災害対応であれば12月、３月の特別交付税の対象にもなってきて町の財政も楽なの

ですけれども、その辺の見解についても伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、ただいまのご質問についてお答えさせていただきます。 

 まず、災害を受けた鹿柵の復旧がおくれた部分の経過ということでございます。台風で

被災を受けましてからは、国による災害復旧補助にのれないかということで、関係近隣町

村とも連携をとりながら要請活動をやってまいりました。実際に補助メニューは用意され

ていたのですが、ワンスパンが100メートル以上ですとか、そういう部分でしたものですか

ら、実際には国庫補助にのってやるのは難しいということだったので、それではそれ以外

の対策をどういうふうにやっていこうかということで考えてございました。いずれにして

も、被害状況の把握がイの一番ということで、町のほうではできませんので、農協さんと

も連絡をとりながら、なるべく早く災害の状況をつかんでほしいということで協議を行っ

てまいりました。それで、10月、11月ぐらいになりまして町長の部分で早急にやらなけれ

ばならないということで、調査費は町が持つということで、農協のほうに調査を早急に開

始してくれいう話を行ったところ、近隣町村でも同じような被害を受けているということ

で早急にかかれなかったということで、調査につきましては12月中に調査を完了しており

ます。調査の段階では重度、それから中度、軽度の３パターンに被災状況を分けまして、

当初重度につきましては鳥獣保護の交付金を使いながらやれないかということも模索して

おりましたけれども、28年度予算ではできないということでしたので、29年度になると議

員がおっしゃっていたようにどんどん復旧がおくれるということもございましたので、重

度、中度については町の被害状況も固まったことだから町が９割補助した中で実施してい

ってもらおうということで、今回補正をさせていただいたところでございます。いずれに

しましても、まきつけが始まりまして、鹿の関係は大変農家の皆さん心配しておりますの

で、早急な復旧のほうをしていただきたいということで、予算計上のときに農協の関係者、

町長含め理事者、私たちを含めてそういう話を行っているところでございます。 

 それから、２点目の今後の経過、今回は災害だけれども、これからはどうなのだという

話でしたけれども、今回は台風被害によるということで、早急な対応も必要ということで

予算計上させていただいたということでご理解願いたいと思います。 

 以上です。 
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〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 経過については本当に詳細にお話しいただいたので、よくわかりました。こ

の時期に繰越明許費までのせて予算化していただいたということでございますから、本当

にご苦労に感謝を申し上げたいと思うのですが、行政のほうも、それからここに固有名詞

で農協と書いてありますから、農協さんなどともこれからも緊密に連絡とりながら、でき

るだけこういう災害関係の対応については迅速に進めていただければなおありがたいなと

いうふうに思うところでございます。よろしくお願いします。 

〇田村議長 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 先ほどから台風によって鹿柵の対応が時間経過が非常にかかったという部分でのご質問

の中だと思います。確かに台風が発生をして、町としても非常に気をもんでいたところで

ございました。課長からも説明があったとおりでございまして、その中にあって被害の状

況調査が第一義的に優先するという、被害状況を把握しないことには対策も打てないとい

う部分がございましたので、そういった中で農協といろいろ連絡をとりながら進めてきた

わけでありますけれども、調査についてはやはりお金の部分もございますので、農協さん

のほうもかなり努力をされまして、職員の中で行っていこうというのがまず１点あったと

思います。ただ、行っていった中で、広範にわたっての被害があったものですから、時間

との闘いもあります。そういった中で職員だけではなかなか対応し切れないということで

の業者対応というような時間的な流れが発生したと。その中にあっては、業者さんも数多

くありませんので、そういった中では非常に時間がかかったのかなといったことだという

ふうに捉えております。ご指摘ありましたとおり、いろんな情報をお互いに集めながら、

そして情報を共有しながら、今後は大きな災害等の対応については連携とりながら進めて

いくということについては、これを範として進めてまいりたいなと思ってございますので、

ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 ここは補正とかそういうことはのっていないのですが、民有林の関係でちょ

っとお聞きしておきたいのですが、台風で結構崖崩れだとか、それから町道も厚内に行く

町道の左側のほうののり面とか、今後大雨降ったときにそれが多分災害につながってくる

のでないかなと。あと、円山から留真にかけるところの道道沿いの左斜面だとか、厚内隧

道から直別隧道に抜ける、そこの国道にかかる斜面とか、あれは町有林なのか、どこのも

のというのがちょっと私はわからないのですけれども、そういう関係で総体的にいって台

風の被害の林業災害といいますか、そういうものというのはまとまっているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 林業災害としてまとまってはいるのですけれども、本日資料は持ってき

てございませんので、後ほどでもよろしいですか。 
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 それと、今お話にありました総体的な対応についてなのですけれども、まず民有林の部

分で倒木あった部分につきましては今現実に間伐で道の補助事業にのれるということで、

改めてその災害復旧ということでなくてやれるということで押さえておりまして、森林組

合ですとか大型の森林所有者の方に台風によってどういう対応を求められているのかとい

う話もしてきましたけれども、特段そこについてはなかったということでご理解を願いた

いと思います。困った部分については、こういう補助がありますとかいう形では、いろい

ろ道とも相談しながら対応したいと思いますけれども、現在としてはそういうふうな状況

で押さえております。斜面の崩れた部分についての状況は、町有林の部分ではないもので

すから、具体的なところはちょっと把握しておりませんので、ご理解願いたいと思います。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 わかりました。あそこの厚内に通ずるところで治山か何かやっていますよね、

今。あれは、民有林の治山事業なのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまのご質問の工事箇所につきましては、北海道の事業

で厚内川のしゅんせつとか、それからそれに絡んで上流部のそういった崩れている場所の

保護事業ということで今年度から進めている状況でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 ここで一般会計補正予算全体を通じての質疑を許します。質疑はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 
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午後 ４時１４分  休憩 

午後 ４時２８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。 

 先ほど安藤議員のほうから質問のあった件につきまして担当課のほうで説明をしたいと

いうことでございますので、お願いいたします。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 済みません。先ほどご質問ありまして、今回の台風による浦幌町の森林

被害の関係についてお答えさせていただきます。 

 浦幌町全域といたしましては、被害区域面積が2,105.71ヘクタールでございます。実損

面積につきましては597.15ヘクタール、そのうち町有林に関しましての被害区域面積につ

きましては141.81ヘクタールで、それ以外の民有林につきましては1,963.9ヘクタールとい

うことになってございます。 

 以上です。 

〇田村議長 特別会計について、それぞれ担当職員の方々に申し上げますけれども、簡潔

明瞭に説明されるようよろしくお願いをいたします。 

 

    ◎日程第２８ 議案第１７号 

〇田村議長 日程第28、議案第17号 平成28年度浦幌町町有林野特別会計補正予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、議案の48ページをごらん願います。あわせまして、議案説明

資料61ページをごらん願います。 

 議案第17号 平成28年度浦幌町町有林野特別会計補正予算。 

 平成28年度浦幌町の町有林野特別会計補正予算（第３回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,107万5,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ２億933万5,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （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。 

 平成29年３月６日提出、浦幌町長。 
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 次のページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては、説明を省略

させていただきます。 

 次のページをごらん願います。第２表、繰越明許費補正でございます。追加でございま

す。これにつきましては、補助金を活用いたしまして林業専用道1,000メートルの開設を次

年度へ繰り越して実施する内容でございます。 

 このたびの補正の内容につきましては、議案説明資料に記載しておりますとおり、間伐

素材売払収入の確定に伴う追加、また繰り越し事業で実施いたします林業専用道の開設に

係る補助金、委託料及び工事費、それぞれを追加す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、ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第17号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２９ 議案第１８号 

〇田村議長 日程第29、議案第18号 平成28年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予

算を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 議案書54ページをお開き願います。あわせまして、説明資料は63ページ

から66ページをごらん願います。 

 議案第18号 平成28年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算。 

 平成28年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第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4,305万2,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ９億1,825万8,000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
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予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成29年３月６日提出、浦幌町長。 

 次の第１表、歳入歳出予算補正並びに57ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書、１、

総括につきましては、省略をさせていただきます。 

 59ページをお開きください。今回の補正の歳入につきましては、額の確定などによる保

険税の増減、補助金、交付金などの増減の内容となってございます。 

 62ページからの歳出の科目につきましては、保険給付費など事業の確定による増減の内

容となってございます。 

 説明資料は63ページから66ページに記載のとおりでございますので、ごらんおき願いま

す。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第18号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第３０ 議案第１９号 

〇田村議長 日程第30、議案第19号 平成28年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 議案書67ページをお開き願います。あわせまして、説明資料は67ページ

に記載しております。 

 議案第19号 平成28年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算。 

 平成28年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第３回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ81万4,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ8,436万1,000円とする。 
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 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成29年３月６日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表の歳入歳出予算補正並びに次のページの歳入歳出補正予算事項別明

細書、１、総括につきましては、省略をさせていただきます。 

 70ページをお開き願います。このたびの補正の内容につきましては、額の確定による増

減の内容となってございます。２、歳入、１款１項１目後期高齢者医療保険料164万6,000円

を追加し、4,668万6,000円。 

 ２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金83万2,000円の減額をし、3,733万

9,000円。 

 これらの歳入は、保険料の追加と一般会計からの繰入金の減額となります。 

 続いて、71ページをお開き願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一

般管理費11万7,000円を追加し、1,059万7,000円。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金69万7,000円を追加し、7,270万8,000円。 

 歳出につきましては、一般管理費と広域連合への納付金の追加となる内容でございます。 

 このほか詳細につきましては、説明資料67ページに記載のとおりでございますので、ご

らんおき願います。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第19号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第３１ 議案第２０号 

〇田村議長 日程第31、議案第20号 平成28度浦幌町介護保険特別会計補正予算を議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 議案書は72ページでございます。説明資料は68ページからをごらん願い
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ます。 

 議案第20号 平成28年度浦幌町介護保険特別会計補正予算。 

 平成28年度浦幌町の介護保険特別会計補正予算（第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3,959万円を減額し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ６億5,335万5,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成29年３月６日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正並びに75ページの歳入歳出補正予算事項別明細

書、１、総括につきましては、省略をさせていただきます。 

 76ページをお開き願います。２、歳入、１款１項介護保険料、１目第１号被保険者介護

保険料373万3,000円を追加し、１億2,005万3,000円。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金629万1,000円を減額し、9,885万

9,000円。 

 ２款国庫支出金、２項国庫補助金、１目調整交付金301万7,000円を減額し、4,857万円。 

 ２目地域支援事業交付金257万9,000円を減額し、918万円。 

 ３目介護保険事業費補助金22万円を追加し、22万円。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金344万3,000円を減額し、8,614万

2,000円。 

 ３款道支出金、３項道補助金、１目地域支援事業交付金106万1,000円を減額し、484万

7,000円。 

 ４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金838万6,000円を減額し、１億5,938万

5,000円。 

 ２目地域支援事業交付金237万8,000円を減額し、287万5,000円。 

 ５款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金２万6,000円を減額し、1,000円。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金1,571万4,000円を減額し、１億275万

9,000円。 

 78ページに参ります。６款繰入金、２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金65万

2,000円を減額し、ゼロ円。 

 ８款諸収入、１項延滞金及び過料、１目第１号被保険者延滞金4,000円を追加し、5,000円

となります。 

 歳入につきましては、事業の確定に伴う国庫補助金、道補助金、繰入金等の減額補正と

なってございます。 

 次に、79ページ、歳出でございます。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一

般管理費11万4,000円を減額し、1,496万7,000円。 
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 ３項介護認定審査会費、１目介護認定審査会費79万9,000円を減額し、499万3,000円。 

 ２目認定調査費71万2,000円を減額し、173万9,000円。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス等給付費1,125万

4,000円を減額し、１億5,800万円。 

 次のページへ参ります。２目居宅介護サービス等計画給付費206万8,000円を減額し、

1,850万円。 

 ３目地域密着型介護サービス等給付費380万円を減額し、１億600万円。 

 ４目施設介護サービス等給付費1,122万9,000円を減額し、２億3,200万円。 

 ６目住宅改修費39万5,000円を減額し、206万円。 

 ７目審査支払手数料10万4,000円を減額し、40万円。 

 ２款保険給付費、２項１目高額介護サービス等費110万円を減額し、1,270万円。 

 ４款地域支援事業費、１項介護予防・日常生活支援総合事業費、１目介護予防・生活支

援サービス事業費771万円を減額し、367万9,000円。 

 ２目一般介護予防事業費111万6,000円を減額し、706万円。 

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

647万円を減額し、1,198万7,000円でございます。 

 次のページへ参ります。２項包括的支援事業費、３目認知症総合支援事業費13万8,000円

を減額し、519万5,000円。 

 ３項任意事業費、２目家族介護支援事業費174万7,000円を減額し、227万8,000円。 

 ３目その他任意事業費62万7,000円を減額し、３万円。 

 ５款１項基金積立金、１目介護給付費準備基金等積立金979万3,000円を追加し、1,404万

6,000円となってございます。 

 歳出につきましては、保険給付費など事業の実績見込みによる減額補正の内容となって

ございます。また、基金積立金につきましては、剰余金が見込まれることから増額補正す

る内容のものでございます。 

 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） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第20号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 
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 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎会議時間の延長 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 審議の途中でありますが、会議規則第９条第２項の規定により、本日の会議時間は議事

の都合によりあらかじめこれを延長したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議時間は延長することに決定をいたしました。 

 審議を続けます。 

 

    ◎日程第３２ 議案第２１号 

〇田村議長 日程第32、議案第21号 平成28年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 83ページをごらんいただきます。あわせて、説明資料70ページをご

ら願います。 

 議案第21号 平成28年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算。 

 平成28年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計補正予算（第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1,153万5,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ２億7,099万4,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債） 

 第２条 地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

 平成29年３月６日提出、浦幌町長。 

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

させていただきます。 

 次のページ、第２表、地方債補正。地方債の補正につきましては、起債の目的、過疎対

策事業、浦幌町立診療所医療機器更新事業につきまして限度額を730万円に変更するもので

ございます。補正前と比較しまして10万円の減額となります。 

 次のページ、86ページをごらん願います。歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括に

つきましては、説明を省略させていただきます。 
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 今回の補正予算の主な内容につきましては、歳入につきましては診療報酬収入の確定見

込みによります増減補正でございます。歳出につきましては、運営実績に伴う経常経費の

増減補正の内容でございます。 

 87ページをごらん願います。２、歳入、１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金1,780万4,000円を減額し、5,869万9,000円。 

 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入636万9,000円を追加し、１億9,397万円。 

 いずれも確定見込みによる増減補正でございます。 

 ４款１項町債、１目浦幌町立診療所医療機器更新事業債10万円を減額し、730万円、事業

費確定に伴います減額補正でございます。 

 88ページをごらん願います。３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費153万円を

減額し、4,827万7,000円。 

 ２目医業費1,000万5,000円を減額し、２億2,236万2,000円。 

 いずれも運営実績等に伴います増減補正の内容でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第21号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（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いたしました。 

 

    ◎日程第３３ 議案第２２号 

〇田村議長 日程第33、議案第22号 平成28年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 議案書の89ページをごらん願います。あわせて、説明資料は71ページを

ごらん願います。 

 議案第22号 平成28年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算。 

 平成28年度浦幌町の公共下水道特別会計補正予算（第５回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 
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 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,264万3,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ２億7,868万円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （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29年３月６日提出、浦幌町長。 

 90ページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては、省略をさせて

いただきます。 

 91ページをごらん願います。第２表、地方債補正、変更につきましては、補正後で申し

上げさせていただきます。起債の目的、下水道事業、限度額1,780万円、公共下水道事業、

限度額1,780万円、合計1,780万円でございます。補正前に比べ40万円の減額となっており

ます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と同じでございます。 

 92ページをお開き願います。歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括につきましては、

省略をさせていただきます。 

 このたびの補正につきましては、下水道使用料の減額と公共下水道改築事業等の額の確

定による減額補正をするものでございます。 

 93ページをごらん願います。２、歳入、２款使用料及び手数料、１項使用料、１目公共

下水道使用料266万2,000円を減額し、6,205万円、現年度におきます公共下水道使用料の更

正減でございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道事業費補助金490万円を減額し、1,730万

円、事業費確定に伴います社会資本整備総合交付金の更正減でございます。 

 ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金468万1,000円を減額し、１億7,347万

2,000円、一般会計からの繰入金の更正減でございます。 

 ８款１項町債、１目公共下水道事業債40万円を減額し、1,780万円、公共下水道事業債の

確定による更正減でございます。 

 94ページをお開き願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費

９万3,000円を減額し、596万8,000円、補助金返還金の確定による更正減でございます。 

 ２項施設管理費、１目管渠管理費120万円を減額し、543万4,000円、下水道施設修繕料ほ

か、定期清掃委託料の更正減でございます。 

 ２目処理場管理費60万円を減額し、2,961万4,000円、終末処理場施設費に係る光熱水費

及び手数料の更正減でございます。 

 ２款事業費、１項１目下水道建設費1,050万円を減額し、5,351万4,000円、改築事業に伴

います調査設計委託料及び更新工事等に伴います事業費確定の執行残でございます。 

 ３款１項公債費、２目利子25万円を減額し、2,374万9,000円、長期債償還利子に係る更

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第22号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（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３４ 議案第２３号 

〇田村議長 日程第34、議案第23号 平成28年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算を

議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 議案書の95ページをごらん願います。あわせまして、説明資料は72ペー

ジをごらん願います。 

 議案第23号 平成28年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算。 

 平成28年度浦幌町の個別排水処理特別会計補正予算（第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891万9,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ4,516万6,000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。 

 （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29年３月６日提出、浦幌町長。 

 96ページをお開き願います。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。 

 97ページをごらん願います。第２表、地方債補正、変更につきましては、補正後の金額

で申し上げます。起債の目的、下水道事業、限度額590万円、個別排水処理施設整備事業、

限度額590万円、合計590万円でございます。補正前に比べまして870万円の減額でございま
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して、起債の方法、利率、償還の方法につきましては補正前と同じでございます。 

 98ページをお開き願います。歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括につきましては、

省略をさせていただきます。 

 このたびの補正につきましては、個別排水処理施設設置基数の確定等によります減額補

正をするものでございます。 

 99ページをごらん願います。２、歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目個別

排水処理分担金40万円を追加し、62万円、受益者分担金前納に伴います追加でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金61万9,000円を減額し、2,474万

4,000円、一般会計からの繰入金の更正減でございます。 

 ７款１項町債、１目個別排水処理施設整備事業債870万円を減額し、590万円、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。 

 100ページ、次のページをお開き願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、２

目普及推進費50万円を減額し、152万1,000円、水洗便所改造等補助金の確定による更正減

でございます。 

 ２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費51万9,000円を減額し、1,885万5,000円、

旅費及び浄化槽清掃保守業務確定に伴います更正減でございます。 

 ２款事業費、１項１目個別排水処理施設建設費790万円を減額し、810万円、設置基数確

定に伴います更正減でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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23号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第３５ 議案第２４号 

〇田村議長 日程第35、議案第24号 平成28年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 
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〇小川施設課長 議案書の101ページをごらん願います。あわせまして、説明資料は73ペー

ジをごらん願います。 

 議案第24号 平成28年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算。 

 平成28年度浦幌町の簡易水道特別会計補正予算（第６回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,843万8,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ４億436万9,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債） 

 第２条 地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

 平成29年３月６日提出、浦幌町長。 

 102ページをお開き願います。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。 

 103ページをごらん願います。第２表、地方債補正、変更につきましては、補正後で申し

上げます。起債の目的、簡易水道事業、限度額4,630万円、合計、同額の4,630万円でござ

います。補正前に比べ430万円の減額となっておりまして、起債の方法、利率、償還の方法

につきましては補正前と同じでございます。 

 104ページをお開き願います。歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括につきましては、

省略をさせていただきます。 

 このたびの補正につきましては、水道使用料並びに統合簡易水道事業などの確定による

減額補正と配水管漏水に係ります修繕料の追加補正をする内容のものでございます。 

 105ページをごらん願います。２、歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目簡易

水道費負担金693万1,000円を減額し、3,306万9,000円、水道管移設工事負担金の確定に伴

います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477万2,000円を減額し、１億4,981万

7,000円、水道使用料の更正減でございます。 

 ２項手数料、１目簡易水道手数料16万円を追加し、26万円、給水工事設計審査件数の増

加に伴います追加でございます。 

 ６款１項町債、１目簡易水道事業債430万円を減額し、4,630万円、簡易水道事業債の確

定に伴います更正減でございます。 

 ７款国庫支出金、１項国庫補助金、１目簡易水道事業費補助金259万5,000円を減額し、

354万6,000円、浦幌浄水場浄水設備機器更新等、簡易水道事業の確定に伴います国庫補助

金の更正減でございます。 

 106ページをごらん願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費

69万2,000円を減額し、3,520万7,000円でございます。備品購入費等の執行残に伴います更
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正減の内容でございます。 

 ２目施設管理費19万円を減額し、6,871万8,000円、浦幌浄水場施設等に係ります光熱水

費、水質監視装置点検調整委託料等の更正減並びに配水管漏水補修に伴います修繕料120万

円の追加でございます。 

 ２款１項事業費、１目給水事業費1,725万6,000円を減額し、１億2,854万6,000円、道路

整備工事に伴います水道管移設、簡易水道統合事業、量水器取りかえなど、事業費確定に

伴います調査設計委託料と工事請負費の執行残でございます。 

 ３款１項公債費、２目利子30万円を減額し、3,920万8,000円、長期債償還利子に係る更

正減でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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24号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 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９日までの３日間は議事の都合により休会と

し、３月10日は多くの町民の皆様に本会議を傍聴していただきたく、ナイター議会として

特に会議時間を変更し、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９日までの３日間は議事の都合により休会とし、３月10日は午後

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 ５時１１分 


