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令和３年第４回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

令和３年１２月３日（金曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 １時３０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 常任委員会報告 

 日程第 ６ 行政報告（町長） 

 日程第 ７ 議案第７９号 浦幌町消防団条例の一部改正について 

 日程第 ８ 議案第８０号 浦幌町町有住宅使用管理条例の一部改正について 

 日程第 ９ 議案第８１号 浦幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営 

              に関する基準を定める条例の一部改正について 

 日程第１０ 議案第８２号 浦幌町国民健康保険条例の一部改正について 

 日程第１１ 議案第８３号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について 

 日程第１２ 議案第８４号 十勝圏複合事務組合規約の変更について 

 日程第１３ 議案第８５号 令和３年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第１４ 議案第８６号 令和３年度浦幌町町有林野特別会計補正予算 

 日程第１５ 議案第８７号 令和３年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算 

 日程第１６ 議案第８８号 令和３年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 日程第１７ 議案第８９号 令和３年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第１８ 議案第９０号 令和３年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算 

 日程第１９ 議案第９１号 令和３年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算 

 日程第２０ 議案第９２号 令和３年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 

〇出席議員（１１名） 

    １番  沼  尾  昌  也     ２番  栗  山  博  文 

    ３番  高  橋     匠     ４番  伊  藤  光  一 

    ５番  澤  口  敏  晴     ６番  安  藤  忠  司 

    ７番  福  原  仁  子     ８番  河  内  富  喜 

    ９番  阿  部     優    １０番  森     秀  幸 

   １１番  田  村  寛  邦 
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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   山  本  輝  男 

 

    町 部 局 

     総 務 課 長   獅 子 原  将  文 

     まちづくり政策課長   岡  崎  史  彦 

     町 民 課 長   佐  藤     亘 

     こども子育て支援課長   正  保     操 

     保健福祉課長   廣  富  直  樹 

     産 業 課 長   小  川  博  也 

     施 設 課 長   早  瀬     実 

     上浦幌支所長   小  林  昭  典 

     会 計管理者   山  本  浩  宣 

     診療所事務長   鈴  木     広 

 

    教育委員会 

     教  育  長   水  野  豊  昭 

     教 育 次 長   熊  谷  晴  裕 

 

    農業委員会 

     会    長   小  川  博  幸 

     事 務 局 長   坂  下  利  行 

 

    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   小  島  師  紀 

     議 事 係 長   川  上  信  義 
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開会 午前１０時００分 

    ◎開会の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は11名です。 

 定足数に達しておりますので、本日をもって招集されました令和３年第４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。 

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

いたします。 

 

    ◎日程第１ 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。 

 ６番、安藤委員長。 

〇安藤議会運営委員長 議会運営委員長報告をいたします。 

 令和３年第４回浦幌町議会定例会の運営について、11月27日及び30日に議会運営委員会

を開催し、正副議長出席の下、提出される議案について理事者より説明を受け、日程及び

運営について協議いたしましたので、報告いたします。 

 本定例会には、町長提出議案として一般議案６件、令和３年度一般会計ほか各特別会計

補正予算８件が提出されております。さらに、追加議案として一般会計補正予算が提出さ

れる予定であり、また議会提出は、発議、発委であります。なお、予定される追加議案の

審議は、その提出を受け、７日に行うよう議長に申し入れております。一般質問につきま

しては、傍聴機会の拡大を目的に年１回の日曜議会として執行機関の皆様のご理解とご協

力をいただき、12日日曜日の午後に行うこととしております。これらの内容を踏まえ、会

期は本日から12月14日までの12日間とさせていただきます。 

 次に、本日の日程は、諸般の報告、行政報告に続き、一般議案は議案第79号から第84号

までの６件、補正予算につきましては一般会計ほか各特別会計で議案第85号から第92号ま

での８件を予定しております。 

 次に、今期の会議録署名議員につきましては、順番に指名されるよう議長に申入れして

おります。 

 なお、新型コロナウイルス感染予防のため、本定例会においてもマスク着用等の対策を

講じて会議を行うこととしておりますので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 以上、議会運営委員会の協議結果であります。議員各位のご協賛をお願いしまして、議

会運営委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 
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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127条の規定により、５番、澤口敏晴議員、６番、

安藤忠司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12月14日までの12日間としたいと思

いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から12月14日までの12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。 

〇小島議会事務局長 諸般の報告をいたします。 

 今期議会の説明員につきましては、令和３年11月19日付で町長並びに教育委員会教育長、

農業委員会会長、代表監査委員に出席の要求をしております。 

 次に、令和３年11月30日から12月２日までの１の議長等の動静については、お手元に配

付のとおりでありますので、御覧願います。 

 ２のその他の報告をいたします。監査委員から提出のあった令和３年度８月分から10月

分の例月出納検査報告書及び令和３年度随時監査報告書につきましては、事前に配付して

おりますので、ご了承願います。 

 次に、令和３年９月１日開会の第３回浦幌町議会定例会で可決されたコロナ禍による厳

しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書、国土強靱化に資する社会資本整

備等に関する意見書、林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意

見書並びに令和３年11月24日開会の第５回浦幌町議会臨時会で可決された赤潮被害救済措

置と赤潮対策への早急な対応を求める意見書につきましては、同日付で衆参両院議長、内

閣総理大臣及び各関係大臣等に提出しております。 

 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。 

 

    ◎日程第５ 常任委員会報告 

〇田村議長 日程第５、常任委員会報告を許します。 

 産業建設常任委員会、澤口委員長。 

〇澤口産業建設常任委員長 産業建設常任委員会委員会調査報告書。 
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 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。 

 記、１、調査事件、令和３年度町道等の除雪体制。 

 ２、調査実施期日、令和３年11月12日。 

 ３、調査の経過と結果につきましては、要旨のみのご報告といたします。本委員会は、

本年度の町道等の除雪体制について、役場大会議室において資料による説明を受けながら

調査を行った。令和３年４月１日現在の町道実延長は、１級、２級、その他を合わせ298.1キ

ロメートルである。車道除雪延長については直営、借り上げ路線190.2キロメートル、委託

路線74.4キロメートルの合計264.6キロメートルで、歩道除雪延長は市街地区32.6キロメー

トル、その他地区4.4キロメートルの合計37.0キロメートルである。 

 所見、過去の除雪作業については、町道等の管理状況が良好に保たれていることに対し

評価するものですが、今後に向けては町内の除雪に差が出ないよう、例えばマニュアル等

を作成するなど、業者とも十分協議の上、除雪作業に望まれたい。また、吹きだまりやア

イスバーン、歩道に残った雪等のパトロールを強化し、都度必要策を講じ、通行する際の

安全を確保するよう努めていただきたい。現在の町道除雪排雪場については、崩れても危

険にならないよう安全を考慮した整備をしながら使用するとともに、降雪期を迎え、総じ

て無事故で作業に当たられるよう望む。 

 以上、産業建設常任委員会調査報告といたします。 

〇田村議長 これで常任委員会報告を終わります。 

 

    ◎日程第６ 行政報告 

〇田村議長 日程第６、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。 

 令和３年11月30日から令和３年12月２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、御覧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、幾千世浄水場浄水色度計更新工事ほか１件であ

ります。 

 その他について、浦幌町高齢者等冬の臨時生活支援事業の実施について報告いたします。

これまで本町では当該年度の原油価格の高騰が続き、家庭用灯油価格が１リットル当たり

おおむね100円を超えた場合の緊急支援対策として、高齢者や障がい者などの低所得者世帯

を対象に、燃料及び冬期用生活必需品等の購入費用の一部を支援するため、浦幌町高齢者

等冬の臨時生活支援事業を実施してまいりました。 

 今冬の灯油価格は、新型コロナウイルスの感染拡大が抑えられ、世界的に経済活動が再

開したことなどにより、結果的に原油の需要が一気に膨らみましたが、一方で原油の供給

が抑えられている状況になっていることから、その供給バランスが崩れてしまい、原料と
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なる原油価格の高騰が進み、昨年の11月に１リットル当たり税込み81円だった価格が現在

は114円となり、100円を大きく超えて高値が続く中、さらに年明け以降には身近な食品も

値上げの波が及び、家計の負担が増加しています。 

 このような状況から、本格的な冬を迎えるに当たり、高齢者や障がいなどの低所得者世

帯を対象に、生活必需品などの購入費用の一部を支援し、経済的負担の軽減及び生活の安

定を図ることを目的に、協同組合ハマナス商店会が発行する商品券１万円分を交付する浦

幌町高齢者等冬の臨時生活支援事業を実施することといたします。 

 この支援事業の対象世帯は、令和３年度分の住民税非課税世帯のうち65歳以上の一人世

帯または高齢者のみの世帯、要介護４または要介護５に認定された要介護者と同居し、介

護している世帯、身体障害者手帳１級または２級、療育手帳、精神保健福祉手帳を所持し

ている方と同居している世帯及び独り親世帯としまして、生活保護世帯を除く400世帯に対

しまして年内に交付することができるよう本事業の適切な執行に努めるとともに、町内の

経済活性化につきましても併せて図るものであり、本定例会に関係予算を提案させていた

だいたところであります。 

 以上、浦幌町高齢者等冬の臨時生活支援事業の実施について報告をいたします。 

 次に、新型コロナウイルス感染症のワクチン追加接種（３回目）の実施について報告い

たします。本町が実施しているワクチン接種事業の集団接種につきましては、５月10日か

ら社会福祉施設入所者等へ接種を開始した第１弾から11月12日に終了した第５弾まで、ま

た町外の医療機関等で接種した方を含む11月30日現在で２回接種を完了した町民は

3,673人、接種対象者に占める接種率は87.7％になったところであります。 

 また、これから満12歳に達する接種対象児童やこれまで何らかの理由により未接種であ

り、接種を希望する方に対するワクチン接種につきましては、本日12月３日から浦幌町立

診療所において個別接種を開始し、来年３月18日をもって終了する予定であります。 

 新型コロナウイルスワクチンの追加接種（３回目）につきましては、11月17日に開催さ

れた厚生労働省のウェブ会議で全国の自治体担当者に対して説明があり、追加接種の対象

者については感染拡大防止及び重症化予防の観点から、18歳以上の方に対する追加接種と

してファイザー製ワクチンが薬事承認されたことを踏まえて、まずは18歳以上の２回目接

種完了者に追加接種の機会を提供することとし、２回接種完了日から接種間隔を原則８か

月以上として実施する体制を確保するよう指示があったところです。 

 これを踏まえて、本町が実施する現時点での追加接種のスケジュールにつきましては、

北海道が先行接種した医療従事者等の89人及び社会福祉施設入所者等に実施した第１弾の

２回接種完了者243人に対して早くても来年２月上旬から町立診療所において実施し、次に

第１弾を除く65歳以上に実施した第２弾の２回接種完了者1,635人に対して来年３月４日

から集団接種にて実施し、残る第３弾からの２回接種完了者に対しては来年４月以降に順

次接種することができるよう医療従事者等の確保など実施体制の準備を進めているところ

であります。 
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 また、国では小児（５歳以上11歳以下）に対する新型コロナウイルスワクチン接種の実

施について、諸外国の対応状況及び小児に対するワクチンの有効性、安全性を整理した上

で引き続き実施する方向で議論するとされており、小児への接種を行うこととされた場合

に各自治体は速やかに接種を開始することができるよう地域の実情に沿った接種体制の整

備に向けて取り組むよう説明があったところであります。 

 なお、予防接種法に基づく特例臨時接種の期間は、現行の令和４年２月28日までを令和

４年９月30日までに延長する関係省令等の改正が行われ、12月１日から施行されたところ

であります。 

 現在全国的に新規感染者数は減少傾向にあるものの、南アフリカで確認された新たな変

異ウイルスオミクロン株が11月30日に国内でも初めて感染者が確認されたところですが、

この変異ウイルスは、これまでの中で最も多い変異が見つかっているものの今のところ実

験データがなく、疫学的な情報も十分でないため、年代別の感染性への影響や症状の重篤

度、実際の社会でのワクチンの効果への影響などについては今後において十分注視してい

く必要があります。 

 町民の皆様におかれましては、従来と同様に３密を避けることや特に会話の際にマスク

を着用すること、それに手洗いなどの徹底が引き続き必要ですので、気を緩めることなく

基本的な感染予防対策を実施していただくようにお願いをいたします。 

 以上、新型コロナウイルス感染症のワクチン追加接種（３回目）の実施についての報告

といたします。 

 以上で行政報告を終わります。 

〇田村議長 これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第７ 議案第７９号 

〇田村議長 日程第７、議案第79号 浦幌町消防団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。 

〇獅子原総務課長 議案書の１ページを御覧願います。議案第79号 浦幌町消防団条例の

一部改正について。 

 浦幌町消防団条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和３年12月３日提出、浦幌町長。 

 次のページを御覧願います。浦幌町消防団条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町消防団条例（平成27年浦幌町条例第33号）の一部を次のように改正する。 

 以下、条文の朗読を省略し、説明資料により説明をさせていただきます。説明資料の１

ページを御覧願います。１、改正の趣旨でございますが、消防団は、地域の消防防災体制

の中核として、火災はもとより近年多発する風水害や地震などから住民の生命、身体及び
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財産を守るため、極めて重要な役割を担っている一方で、少子高齢化の進展、被用者の増

加などの社会情勢の変化に伴い、防災活動の担い手を確保することが困難となっているこ

とを鑑み、消防庁長官による消防団員の報酬等の基準の策定等についての通知に基づき、

年額報酬及び災害等の職務に従事した場合に支給する出動報酬の改正を行うことで消防団

員の士気の高揚と住民の積極的な消防団への参加を図るものでございます。 

 ２、改正の内容でございますが、２ページの新旧対照表を御覧願います。今回の改正は、

大きく２つの改正がございます。１つは、別表１の消防団員報酬支給額を改めるものでご

ざいます。記載のとおり、年額報酬について団長は８万5,000円から８万6,000円に、副団

長は６万4,000円から６万9,000円に、分団長は６万円据置き、副分団長は４万6,000円から

４万7,000円に、部長は４万3,000円から４万4,000円に、班長は３万8,000円から４万円に、

団員は３万2,000円から３万6,500円に改正するものでございます。団員の年額報酬３万

6,500円は、非常勤消防団員の報酬等の基準に基づき改正するもので、団員以外につきまし

ては、現段階での十勝管内町村の消防団員年額報酬の最高額に改正するものでございます。 

 ２つ目の改正は、別表２の消防団員出動費用弁償を出動報酬に改め、水火災等非常災害

出動費用弁償につきましては、名称を災害出動報酬に改め、支給額を5,500円から8,000円

とするものでございます。これにつきましても、非常勤消防団員の報酬等の基準に基づき

改正するものでございます。また、警戒出動費用弁償は警戒出動報酬に、訓練出動費用弁

償は訓練出動報酬に名称を変更し、支給額は据置き、一月3,000円を支給しておりました機

関員費用弁償については廃止し、今後機関員が操作の確認、ポンプの点検等を行った場合

には訓練出動報酬を１日につき4,200円支給することといたします。 

 説明資料１ページに戻りまして、３、施行期日でございます。この条例は、令和４年４

月１日から施行するものでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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79号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第８ 議案第８０号 
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〇田村議長 日程第８、議案第80号 浦幌町町有住宅使用管理条例の一部改正についてを

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 議案書の４ページを御覧願います。議案第80号 浦幌町町有住宅使用管

理条例の一部改正について。 

 浦幌町町有住宅使用管理条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和３年12月３日提出、浦幌町長。 

 次のページを御覧願います。浦幌町町有住宅使用管理条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町町有住宅使用管理条例（昭和30年浦幌町条例第１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。議案説明資料の３ページを御覧願います。１の改正の趣

旨でございますが、浦幌町町有住宅使用管理条例（昭和30年浦幌町条例第１号）の別表２

に定める町内の住宅の内容に変更があったため、一部改正を行うものでございます。 

 ２の改正の理由ですが、教員住宅の建て替え事業により、昭和57年度建築の浦幌小学校

校長住宅及び浦幌小学校教頭住宅２棟２戸について取壊しによる用途廃止を行い、また同

じく教員住宅の建て替え事業により、浦幌小学校教頭住宅を建築したことから、別表２に

追加するものでございます。 

 ３の改正の内容ですが、①は別表２において、取壊しにより用途廃止をするため、建設

年度、昭和57年度、位置名、緑町、学校名、浦幌小学校、構造、木造平家建て、１戸当た

り面積70.8平方メートル、使用料１万2,500円、戸数１戸と、建設年度、昭和57年度、位置

名、緑町、学校名、浦幌小学校、構造、木造平家建て、１戸当たり面積65.2平方メートル、

使用料１万1,600円、戸数１戸を削除するものです。 

 ②は、別表２において、新たに建設した教員住宅として、建設年度、令和３年度、位置

名、緑町、学校名、浦幌小学校、構造、木造平家建て、１戸当たり面積79平方メートル、

使用料２万5,200円、戸数１戸を追加するものでございます。 

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

 なお、新旧対照表につきましては、４ページに記載のとおりでございますので、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。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第80号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第９ 議案第８１号 

〇田村議長 日程第９、議案第81号 浦幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定め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。 

 こども子育て支援課長。 

〇正保こども子育て支援課長 議案書６ページを御覧願います。議案第81号 浦幌町特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正につ

いて。 

 浦幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和３年12月３日提出、浦幌町長。 

 次のページを御覧願います。浦幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平

成26年浦幌町条例第12号）の一部を次のように改正する。 

 本条例の改正につきましては、条文の朗読を省略し、説明資料により説明させていただ

きます。説明資料の５ページを御覧願います。１、改正の趣旨でございますが、このたび

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営

に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令（令和３年内

閣府令第53号）の公布により、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子

ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（平成26年内閣府令第39号）が改正されたこ

とから、参酌すべき基準として本条例の一部を改正するものでございます。 

 ２、改正の内容でございますが、デジタル化の推進に伴い、子ども・子育て支援新制度

において電磁的方法による対応も可能である旨の包括的な規定を追加する改正を行うもの

で、①、第53条第１項関係で保育所等の子ども・子育て支援を行う事業者等の業務負担軽

減等を図る観点から、当該事業所等における書面等の作成、保存等について電磁的方法に

よる対応も可能である旨を規定するものです。 

 ②、第53条第２項関係で、保育所等を利用する保護者の利便性向上や保育所等の業務負

担軽減等の観点から、保護者等への説明等のうち書面等で行うもの及び書面等で行うこと



 － 11 － 

が想定されるものについて電磁的方法による対応も可能である旨を規定するものです。 

 ③、その他所要の規定の整備を行うものです。 

 ３、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。 

 なお、新旧対照表につきましては、説明資料６ページから10ページに記載しております

ので、ご参照願います。 

 以上で議案第81号 浦幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部改正について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81号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１０ 議案第８２号 

〇田村議長 日程第10、議案第82号 浦幌町国民健康保険条例の一部改正についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇佐藤町民課長 議案書９ページを御覧願います。議案第82号 浦幌町国民健康保険条例

の一部改正について。 

 浦幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和３年12月３日提出、浦幌町長。 

 次のページを御覧ください。浦幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町国民健康保険条例（昭和34年浦幌町条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 以下、条文の朗読を省略し、議案説明資料の改正の趣旨及び改正の内容等によりまして

説明させていただきます。議案説明資料は11ページを御覧願います。あわせまして、12ペ

ージに新旧対照表を記載しております。１の改正の趣旨ですが、現在出産育児一時金は40万

4,000円に１万6,000円を加算した総額42万円を支給しておりますが、令和４年１月１日よ

り産科医療補償制度が見直され、当該制度の加算額が１万6,000円から１万2,000円に引き
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下げられます。社会保障審議会医療保険部会において、少子化対策としての重要性に鑑み、

出産育児一時金の支給総額について42万円を維持すべきとされたことを踏まえ、現行の

40万4,000円から40万8,000円に引き上げることにより、国保制度に意図せざる影響や不利

益が及ばないよう規定を整備する健康保険法施行令等の一部を改正する政令（令和３年政

令第222号）が令和４年１月１日から施行されることに伴い、浦幌町国民健康保険条例の一

部を改正するものでございます。 

 なお、令和３年10月27日、書面会議での浦幌町国民健康保険運営協議会に本案を諮問し、

承認を得て、同年11月11日に答申をいただいております。 

 ２の改正の内容につきましては、加算額が１万2,000円に引下げされることから、出産育

児一時金を40万8,000円に引き上げることにより、総額42万円の支給額を維持するよう改正

するものでございます。 

 ３の施行期日ですが、この条例は、令和４年１月１日から施行します。 

 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82号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１１ 議案第８３号 

〇田村議長 日程第11、議案第83号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 議案書の11ページを御覧願います。議案第83号 浦幌町公の施設の指定

管理者の指定について。 

 次のとおり浦幌町公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の

２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 令和３年12月３日提出、浦幌町長。 

 記、１、公の施設の名称及び位置、名称、浦幌町産業交流施設、位置、浦幌町字北町16番
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地３。 

 ２、指定管理者の住所及び氏名、住所、浦幌町字北町16番地３、氏名、株式会社道の駅

うらほろ直売会代表取締役、稲垣和幸。 

 ３、指定期間、令和４年４月１日から令和９年３月31日まで。 

 本議案の内容につきましては、議案説明資料により説明をさせていただきます。議案説

明資料の13ページを御覧ください。１、選定に当たってでございますが、浦幌町産業交流

施設の指定管理者の選定に当たっては、ホームページへの掲載や新聞広告等により広く公

募を実施いたしました。公募の結果、現在の指定管理者である株式会社道の駅うらほろ直

売会及びほか１者、合計２者のご応募をいただきました。その後、選定委員会におきまし

て申請書類の審査及び提案事業者からの聞き取り調査などを行いまして、選定基準に従い

総合的に評価いたしました。町は、その結果を踏まえまして選定をしたところでございま

す。 

 ２、指定期間についてでございますけれども、浦幌町指定管理者制度運用ガイドライン

では、指定管理期間について事業の継続性、安定性の観点から、３年から５年を原則とし

ております。指定期間が長期になることにより、指定を受けた指定管理者は中長期の経営

計画に基づいた管理運営が可能となり、雇用の安定した確保と継続的に安定した管理運営

が図られるという効果が期待されることから、指定管理期間を５年間としております。 

 ３、指定管理料についてでございますが、令和４年度から令和８年度までの５年間総額

3,318万円でございます。募集要項でお示しをしました上限額も同額でございます。 

 ４、選定の理由についてでございますが、選定基準に従いまして23項目を評価したとこ

ろ合計点数1,512点となりまして、最低基準とされております配点合計2,250点の６割であ

る1,350点を上回ったことから、指定管理者の候補者として選定したところでございます。

なお、集計結果につきましては次のページ、14ページに添付してございますので、御覧お

き願います。 

 ５、選定委員会の概要でございますが、第１回選定委員会を令和３年８月２日に開催し、

現指定管理者の実績の報告及び浦幌町産業交流施設指定管理者募集要項等について審議を

行っております。第２回選定委員会につきましては令和３年10月27日に開催し、書類審査、

申請者のプレゼンテーション及びヒアリングを実施いたしました。同日審査基準ごとの評

価を各委員の皆様それぞれが採点作業を行いまして、その評価を集計し、指定管理者の候

補者として選定したところでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第83号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１２ 議案第８４号 

〇田村議長 日程第12、議案第84号 十勝圏複合事務組合規約の変更についてを議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇佐藤町民課長 議案書12ページを御覧願います。議案第84号 十勝圏複合事務組合規約

の変更について。 

 地方自治法第286条第１項の規定により、十勝圏複合事務組合規約を次のように変更す

る。 

 令和３年12月３日提出、浦幌町長。 

 次のページを御覧ください。十勝圏複合事務組合規約の一部を変更する規約。 

 十勝圏複合事務組合規約（平成29年９月６日十地政第2183号指令）の一部を次のように

変更する。 

 以下、条文の朗読を省略し、議案説明資料の変更の理由及び変更の内容等によりまして

説明させていただきます。議案説明資料は15ページを御覧願います。あわせまして、16ペ

ージに新旧対照表を記載しております。１の変更の理由ですが、十勝圏複合事務組合で共

同処理しているごみ処理施設及び最終処分場の設置、維持管理・運営に関する事務につい

て、令和４年４月１日から幕別町忠類地区を加えるため、組合規約の一部を変更するもの

でございます。 

 ２の変更の内容につきましては、第３条の表（６）ごみ処理施設及び最終処分場の設置、

維持管理・運営に関する事務の項中「（旧忠類村地域は除く。）」を削るものでございま

す。 

 ３の施行期日ですが、この規約は、令和４年４月１日から施行します。 

 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） 
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〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第84号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時５０分 休憩 

午前１１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１３ 議案第８５号 

〇田村議長 日程第13、議案第85号 令和３年度浦幌町一般会計補正予算を議題といたし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 補正予算書１ページを御覧願います。あわせまして、説明資料17ペー

ジを御覧願います。議案第85号 令和３年度浦幌町一般会計補正予算。 

 令和３年度浦幌町の一般会計補正予算（第10回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,882万2,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ69億8,878万3,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為） 

 第２条 債務負担行為の追加は「第２表 債務負担行為補正」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。 

 令和３年12月３日提出、浦幌町長。 

 ２ページから４ページまでの第１表、歳入歳出予算補正につきましては、説明を省略さ
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せていただきます。 

 ５ページを御覧願います。第２表、債務負担行為補正。追加でございます。事項、浦幌

町産業交流施設指定管理委託料、期間、令和４年度から令和８年度、限度額3,318万円、こ

のことにつきましては、本日議決いただきました議案第83号に係る指定管理委託料の債務

負担行為でございます。 

 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、補正前限度額３

億4,530万円、補正後限度額２億9,950万円、内容につきましては消防車両購入事業、補正

前限度額990万円、補正後限度額ゼロ円、過疎対策事業から緊急防災・減災対策事業への組

替えによる減額でございます。道路建設補助事業、補正前限度額１億260万円、補正後限度

額6,670万円、北栄６条通の事業延伸に伴います減額でございます。緊急防災・減災対策事

業、補正前限度額ゼロ円、補正後限度額990万円、内容につきましては消防車両購入事業で、

過疎対策事業から緊急防災・減災対策事業への組替えによる増額でございます。計、補正

前限度額４億9,835万円、補正後限度額４億6,245万円。なお、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ございません。 

 続きまして、６ページから７ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括につき

ましては説明を省略させていただきます。 

 ８ページを御覧願います。２、歳入、12款分担金及び負担金、２項負担金、３目農林水

産業費負担金53万2,000円を追加し、592万1,000円、内容につきましては説明資料25ページ

に記載のとおり農業団地センター管理負担金を追加するものでございます。 

 14款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金398万9,000円を追加し、１億

5,240万8,000円、内容につきましては説明資料22ページに記載の障害福祉サービス費等給

付費国庫負担金並びに説明資料25ページに記載の児童手当国庫負担金を追加するものでご

ざいます。 

 ２目衛生費国庫負担金638万4,000円を追加し、3,425万2,000円、内容につきましては説

明資料27ページに記載の新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金を追加するも

のでございます。 

 ２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金176万3,000円を追加し、１億6,164万8,000円、

内容につきましては説明資料18ページに記載の通知カード、個人番号カード関連事務費補

助金並びに説明資料17ページに記載の社会保障・税番号制度システム整備費補助金を追加

するものでございます。 

 ２目民生費国庫補助金132万円を追加し、914万4,000円、内容につきましては説明資料

25ページに記載の子ども・子育て支援事業費補助金を追加するものでございます。 

 ３目衛生費国庫補助金1,277万8,000円を追加し、3,448万9,000円、内容につきましては

説明資料27ページの新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金、説明資料

17ページに記載の感染症対策特別促進事業費補助金並びに定期接種に係るマイナンバー情

報連携体制整備事業費補助金、説明資料18ページに記載の健診結果等の様式の標準化整備
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事業費補助金を追加するものでございます。 

 ４目土木費国庫補助金1,492万7,000円を減額し、１億9,377万8,000円、内容につきまし

ては説明資料32ページに記載のとおり社会資本整備総合交付金を減額するものでございま

す。 

 ３項委託金、２目民生費委託金33万円を追加し、138万9,000円、内容につきましては説

明資料23ページの基礎年金等事務費交付金を追加するものでございます。 

 15款道支出金、１項道負担金、１目総務費道負担金527万4,000円を減額し、3,338万

8,000円、内容につきましては説明資料29ページに記載の地籍調査事業道負担金を減額する

ものでございます。 

 ２目民生費道負担金206万円を追加し、１億85万2,000円、内容につきましては説明資料

22ページの障害福祉サービス費等給付費道負担金並びに説明資料25ページの児童手当道負

担金を追加するものでございます。 

 ２項道補助金、５目農林水産業費道補助金70万8,000円を減額し、２億691万7,000円、内

容につきましては説明資料30ページに記載のとおり未来につなぐ森づくり推進事業補助金

を減額するものでございます。 

 16款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入69万8,000円を減額し、5,358万

5,000円、内容につきましては説明資料17ページに記載のとおり土地建物貸付収入を減額す

るものでございます。 

 17款１項寄附金、２目指定寄附金3,015万円を追加し、１億2,675万1,000円、内容につき

ましては説明資料26ページに記載のとおり指定寄附金の追加並びに説明資料19ページに記

載のふるさとづくり寄附金を追加するものでございます。 

 10ページを御覧願います。18款繰入金、１項他会計繰入金、３目介護保険特別会計繰入

金３万9,000円を追加し、439万1,000円、介護保険特別会計繰入金を追加するものでござい

ます。 

 ２項１目基金繰入金4,473万4,000円を追加し、３億2,654万4,000円、内容につきまして

は財政調整基金繰入金、ふるさとづくり基金繰入金、森林環境譲与税基金繰入金をそれぞ

れ追加するものでございます。 

 20款諸収入、５項雑入、２目過年度収入225万円を追加し、558万円、内容につきまして

は説明資料18ページに記載のとおり過年度収入を追加するものでございます。 

 21款１項町債、６目土木債3,590万円を減額し、１億5,600万円、内容につきましては説

明資料32ページに記載のとおり道路建設補助事業債を減額するものでございます。 

 11ページを御覧願います。３、歳出でございますが、初めに人件費の補正について一括

説明をさせていただきます。内容といたしましては、人事異動に伴います科目間変更、扶

養家族の異動や住居変更などによる職員手当等の変更、標準報酬月額の定時改定に伴う共

済組合負担金の変更による補正でございます。一般会計、特別会計合わせまして２節給料

で58万7,000円の減額、３節職員手当等で104万5,000円の追加、４節共済費で80万3,000円
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の減額、合計で34万5,000円の減額となるものでございます。また、燃料費につきましては

原油価格の高騰により、当初予算編成時と比較し大幅に単価が上昇していることから、全

会計合わせまして1,842万6,000円追加をしております。そのほか新型コロナウイルスの影

響による事業中止などに伴うもので1,537万6,000円の減額をしているものでございます。 

 それでは、個別の説明に入らせていただきます。１款１項１目議会費73万9,000円を減額

し、8,287万4,000円、事業中止に伴います減額補正でございます。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費53万7,000円を追加し、３億391万円、内

容につきましては人件費の補正及び燃料費の追加でございます。 

 ２目情報化推進管理費624万9,000円を追加し、１億6,224万6,000円、内容につきまして

は説明資料18ページに記載のとおり健診結果等の情報を一元的に確認できる仕組みを構築

するためのシステム改修費用及びマイナンバーカードの券面記載事項の変更を行う機器の

購入費用を追加するものでございます。 

 ４目自動車管理費48万円を減額し、2,925万8,000円、内容につきましては説明資料19ペ

ージに記載のとおり公用車のスタッドレスタイヤの購入費用、洗車に使用します高圧洗浄

機及び給食センターで使用する軽トラックの更新に要する費用の追加並びに事業中止に伴

いますバス借り上げ料を減額するものでございます。 

 ５目財産管理費35万2,000円を追加し、3,895万9,000円、内容につきましては説明資料

19ページに記載のとおり公有地調査測量ほか委託料を追加するものでございます。 

 ６目財政調整等基金費3,000万円を追加し、２億3,161万3,000円、内容につきましては説

明資料19ページに記載のとおりふるさとづくり基金積立金を追加するものでございます。 

 12ページを御覧願います。７目企画費745万2,000円を追加し、１億4,908万7,000円、内

容につきましては説明資料20ページに記載のとおり地域情報通信基盤設備の修繕料及び移

設工事に要する費用の追加、新型コロナウイルス感染症の影響により中止としたうらフェ

ス交流事業負担金の減額及び定住住宅取得補助金を追加するものでございます。 

 ８目支所費６万2,000円を追加し、2,194万2,000円、内容につきましては説明資料21ペー

ジに記載のとおり上浦幌支所のシュレッダー購入に要する費用を追加するものでございま

す。 

 13目諸費28万8,000円を追加し、4,293万5,000円、燃料費の追加でございます。 

 14目ふるさとづくり寄附奨励費1,963万5,000円を追加し、5,431万円、説明資料21ページ

に記載のとおりふるさとづくり寄附が増加したことに伴います返礼品等に係る費用を追加

するものでございます。 

 ２項徴税費、１目税務総務費15万2,000円を減額し、2,798万3,000円、内容につきまして

は事業中止に伴います減額補正でございます。 

 ２目賦課徴収費16万8,000円を減額し、1,358万7,000円、内容につきましては事業中止に

伴う消耗品費の減額及び説明資料21ページに記載のとおり税滞納整理機構に係る十勝圏複

合事務組合分担金を減額するものでございます。 
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 ６項１目監査委員費82万3,000円を減額し、222万2,000円、内容につきましては事業中止

に伴う減額補正でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費1,125万1,000円を追加し、３億4,807万

2,000円、内容につきましては人件費の補正のほか、説明資料22ページ及び23ページに記載

のとおり障害福祉サービス費等給付金及び高齢者等冬の臨時生活支援事業に要する費用並

びに国民健康保険特別会計繰出金を追加するものでございます。高齢者等冬の臨時生活支

援事業の詳細につきましては、説明資料42ページの政策等調書に記載のとおり、低所得者

世帯の高齢者や障がい者などを対象に１世帯１万円のハマナス商品券を給付するものでご

ざいます。 

 14ページを御覧願います。２目国民年金事務費33万円を追加し、81万円、内容につきま

しては説明資料23ページに記載のとおり国民年金システム改修業務委託料を追加するもの

でございます。 

 ６目重度心身障がい者ひとり親家庭等医療対策費190万円を追加し、863万7,000円、内容

につきましては説明資料23ページに記載のとおり重度心身障がい者医療扶助費を追加する

ものでございます。 

 ７目後期高齢者医療費303万4,000円を追加し、9,832万3,000円、内容につきましては説

明資料24ページに記載のとおり療養給付費等負担金の追加及び後期高齢者医療特別会計事

務費繰出金を減額するものでございます。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費83万6,000円を追加し、3,757万2,000円、内容につ

きましては人件費の補正のほか、説明資料24ページに記載のとおり紙おむつ助成給付金及

び出産祝金を追加するものでございます。 

 ２目児童措置費150万円を追加し、4,973万3,000円、内容につきましては説明資料25ペー

ジに記載のとおり児童手当に係るシステム改修委託料及び対象児童数増加に伴い、児童手

当を追加するものでございます。 

 ３目認定こども園運営費6,000円を減額し、１億4,210万1,000円、内容につきましては人

件費の補正のほか事業中止に伴う費用を減額するものでございます。 

 ４目へき地保育所運営費20万6,000円を減額し、2,904万3,000円、内容につきましては人

件費の補正のほか、燃料費の追加及び事業中止に伴う費用を減額するものでございます。 

 ６目子ども発達支援センター運営費12万5,000円を追加し、3,585万円、内容につきまし

ては人件費の補正でございます。 

 ７目学童保育所費26万4,000円を追加し、2,365万9,000円、内容につきましては燃料費及

び光熱水費を追加するものでございます。 

 ８目子育て支援センター費６万8,000円を減額し、1,355万8,000円、事業中止に伴います

減額補正でございます。 

 16ページを御覧願います。３項老人福祉費、１目老人福祉総務費407万6,000円を減額し、

２億1,015万9,000円、内容につきましては事業中止に伴います減額及び介護保険特別会計
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繰出金を減額するものでございます。 

 ３目老人ホーム費363万8,000円を追加し、２億1,837万1,000円、内容につきましては人

件費の補正のほか、説明資料26ページに記載のとおり指定寄附に伴います消耗品費の追加、

非常用発電設備等の修繕料の追加、職員の任用替え及び退職に伴う人件費の減額並びに職

員派遣に係る外部サービス事業委託料を追加するものでございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費421万4,000円を追加し、２億5,425万

2,000円、内容につきましては簡易水道特別会計繰出金を追加するものでございます。 

 ２目予防費1,635万1,000円を追加し、7,778万1,000円、内容につきましては説明資料26ペ

ージから27ページに記載のとおり新型コロナウイルスワクチン接種事業の３回目接種に要

する費用を追加するものでございます。 

 ３目環境衛生費68万4,000円を追加し、4,166万6,000円、内容につきましては燃料費の追

加及び説明資料27ページに記載のとおり特定空家等解体補助金を追加するものでございま

す。 

 ５目医療対策費471万8,000円を減額し、１億888万5,000円、内容につきましては説明資

料28ページに記載のとおり桜町歯科診療所診療室内の内窓樹脂サッシの修繕に要する費用

の追加及び町立診療所特別会計繰出金を減額するものでございます。 

 18ページを御覧願います。８目保健福祉センター管理費103万2,000円を追加し、1,804万

6,000円、内容につきましては燃料費の追加でございます。 

 ９目未熟児養育医療対策費38万円を追加し、110万1,000円、内容につきましては説明資

料28ページに記載のとおり未熟児養育医療扶助費を追加するものでございます。 

 ２項清掃費、１目塵芥処理費69万7,000円を追加し、8,331万5,000円、内容につきまして

は燃料費の追加でございます。 

 ５款労働費、１項１目労働諸費247万8,000円を追加し、2,322万2,000円、内容につきま

しては燃料費の追加及び説明資料28ページに記載のとおり就業チャレンジ事業委託料を追

加するものでございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費63万6,000円を減額し、2,688万

4,000円、内容につきましては人件費の補正のほか事業中止に伴います費用を減額するもの

でございます。 

 ４目農業団地センター管理費76万円を追加し、777万5,000円、内容につきましては説明

資料28ページに記載のとおり農業団地センターの燃料費及び暖房用ボイラーのポンプ修繕

に要する費用を追加するものでございます。 

 ５目畜産振興費53万1,000円を減額し、4,210万6,000円、内容につきましては事業中止に

伴います減額補正でございます。 

 ９目地籍調査費942万円を減額し、5,276万7,000円、内容につきましては説明資料29ペー

ジに記載のとおり地籍測量委託料を減額するものでございます。 

 ２項林業費、１目林業総務費254万7,000円を追加し、2,607万8,000円、内容につきまし
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ては人件費の補正のほか、説明資料29ページに記載のとおり有害鳥獣捕獲奨励金を追加す

るものでございます。 

 ２目林業振興費131万6,000円を減額し、5,184万4,000円、内容につきましては説明資料

30ページに記載のとおり未来につなぐ森づくり推進事業補助金及び人工林保育事業補助金

の減額並びに除間伐緊急対策事業補助金を追加するものでございます。 

 ４目うらほろ森林公園管理運営費74万7,000円を追加し、4,759万9,000円、内容につきま

しては説明資料30ページに記載のとおり町からの休業要請による休館に伴います森林公園

の指定管理委託料を追加するものでございます。 

 20ページを御覧願います。３項水産業費、１目水産業総務費３万9,000円を追加し、847万

8,000円、内容につきましては人件費の補正でございます。 

 ２目水産業振興費８万円を減額し、3,575万6,000円、内容につきましては事業中止に伴

います減額補正でございます。 

 ７款１項商工費、１目商工振興費711万1,000円を追加し、２億5,722万4,000円、内容に

つきましては人件費の補正のほか、説明資料31ページに記載のとおり新型コロナウイルス

感染症防止対策補助金及び新規創業等促進補助金を追加するものでございます。 

 ２目観光費37万1,000円を追加し、5,472万9,000円、内容につきましては事業中止による

減額のほか、説明資料31ページから32ページに記載のとおり留真温泉の高温系統自動温度

調整バルブの修繕料及び町からの休業要請による休館に伴います留真温泉の指定管理委託

料を追加するものでございます。 

 ３目工業対策費39万6,000円を減額し、64万円、事業中止に伴います減額補正でございま

す。 

 ８款土木費、２項道路橋梁費、１目土木車両管理費65万5,000円を追加し、１億34万

2,000円、内容につきましては人件費の補正でございます。 

 ３目道路建設補助事業費5,560万円を減額し、２億4,010万円、内容につきましては説明

資料32ページに記載のとおり北栄６条通道路整備事業について交付金配当が得られず、事

業を延伸することとしたため、係る費用を減額するものでございます。 

 ４項都市計画費、１目都市計画総務費１万2,000円を追加し、22万9,000円、内容につき

ましては都市計画審議会委員報酬を追加するものでございます。 

 ２目公共下水道費194万9,000円を減額し、１億1,471万6,000円、内容につきましては公

共下水道特別会計繰出金を減額するものでございます。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費12万4,000円を追加し、5,010万8,000円、内容につきまして

は人件費の補正でございます。 

 ９款１項消防費、２目非常備消防費49万8,000円を減額し、4,074万5,000円、内容につき

ましては事業中止に伴う費用の減額及び燃料費を追加するものでございます。 

 22ページを御覧願います。10款教育費、２項小学校費、１目学校管理費288万8,000円を

追加し、9,460万1,000円、内容につきましては燃料費の追加でございます。 
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 ３項中学校費、１目学校管理費170万4,000円を追加し、8,229万5,000円、内容につきま

しては燃料費の追加でございます。 

 ２目教育振興費40万円を減額し、1,938万5,000円、内容につきましては説明資料32ペー

ジに記載のとおり外国語指導助手に係る帰国旅費の減額及び渡航費用負担金を追加するも

のでございます。 

 ４目スクールバス管理費82万8,000円を追加し、7,706万1,000円、内容につきましては人

件費の補正及び燃料費を追加するものでございます。 

 ４項社会教育費、１目社会教育総務費６万7,000円を追加し、4,609万7,000円、内容につ

きましては人件費の補正でございます。 

 ２目公民館運営費173万2,000円を追加し、5,810万6,000円、内容につきましては事業中

止に伴います費用の減額及び燃料費を追加するものでございます。 

 ４目高齢者学級開設費６万6,000円を減額し、27万9,000円、５目青少年教育費95万

4,000円を減額し、133万円、これらはいずれも事業中止に伴います減額補正でございます。 

 ７目図書館管理費67万2,000円を追加し、4,210万3,000円、内容につきましては燃料費の

追加でございます。 

 24ページを御覧願います。５項保健体育費、１目社会体育総務費374万4,000円を減額し、

1,156万1,000円、内容につきましては人件費の補正のほか、説明資料33ページに記載のと

おり青年等対外競技出場奨励費補助金を追加するものでございます。 

 ２目社会体育施設費69万4,000円を追加し、１億945万9,000円、内容につきましては燃料

費の追加のほか、説明資料33ページに記載のとおり総合スポーツセンターボイラー室地下

受水槽給水配管修繕に要する費用及び町からの休業要請による休館に伴いますパークゴル

フ場及び総合スポーツセンター等の指定管理委託料を追加するものでございます。 

 ３目給食センター管理費156万9,000円を追加し、7,750万6,000円、内容につきましては

燃料費の追加のほか、説明資料34ページに記載のとおり学校給食栄養管理ソフトの導入費

用及びパソコン購入費用を追加するものでございます。 

 13款諸支出金、１項１目過年度支出金３万9,000円を追加し、113万6,000円、内容につき

ましては説明資料34ページに記載のとおり介護保険事業低所得者保険料軽減負担金返還金

を追加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。 

 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 それでは、予算に関して７点ほどお聞きしたいと思います。 

 １点目、説明資料17ページ、総務費国庫補助金について、この中でマイナンバーカード

の健康保険証利用申込み支援事業とありますが、その事業の概略を教えてください。 

 ２点目、国においてはマイナンバーカードポイント付与としてマイナンバーカードと健

康保険証のひもづけが要件となっておりますが、現在本町においてはマイナンバーカード
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と健康保険証の利用申込みは可能なのかどうかご教授ください。 

 ３点目、マイナンバーカードに付与した健康保険証を利用できる病院は、十勝ではどこ

にあるのか。もう一点、浦幌町診療所では使えるのかどうか。もし使えないとして、いつ

頃使えるようなめどが立っているのかお聞きします。 

 次、25ページ、児童措置費についてお伺いいたします。説明資料には所得の額が一定の

額以上の者を支給対象外にするためのシステム改修という旨の説明があります。ただ、所

得の額が一定の額以上の者を支給対象外にするというのは令和４年10月からのことであ

り、大分先のことです。また、最近のニュース等を拝見すると児童手当の支給対象基準も

変更になる可能性もあり、今回変更してもまたさらに変更しなければならないのではない

かと懸念するところではありますが、そのような中、現時点でシステムを変更しなければ

いけない理由を教えてください。 

 次、28ページ、労働諸費について、就業チャレンジ事業の募集及び雇用求人等の情報発

信、ウェブサイトの開設について予算計上されておりますが、どのようなサイトになるの

か詳細を教えてください。 

 次、34ページ、給食センター管理費についてお聞きします。説明資料によるとソフトの

運営会社が廃業になったため、新規栄養管理ソフトを導入するということですが、このよ

うな事態というのはなかなかないと考えられますので、その詳細と今後このような事態に

至った場合のリスクヘッジをどのようにお考えなのかお聞きします。 

 最後、ごめんなさい。戻って32ページ、中学校教育振興費、この費用そのものではなく

て、これに関連してお聞きしたいのですが、説明資料には新型コロナウイルスの影響によ

り感染症検査や隔離期間の滞在費、空港便減便による運賃高騰等費用負担の増額が見込ま

れるとの記載があります。今回の新型コロナウイルスの影響は様々な分野に影響が出てい

ると考えられ、例えば農業分野では肥料、飼料などの原材料の輸入が滞り、納入がストッ

プしたり高額になっているという話も聞こえてきます。よって、今後は飲食店だけではな

く農業をはじめ漁業、林業、物品販売業、サービス業など様々な業種が経費の増大や事業

を縮小せざるを得ないなど影響が出てくると考えていますが、町としてこの予想されるリ

スクに対して何か対応策の検討は行っているのでしょうか。 

 以上７点お聞きいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇佐藤町民課長 ただいまの伊藤議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の総務費国庫補助金の事業でございますが、マイナンバーカードの健康保

険証利用申込み支援事業ということで、マイナンバーカードの健康保険証としての利用に

つきましては令和３年10月の20日から使用が開始となっておりますが、それを普及するた

めに周知、広報ということでリーフレットのほうを作成しておりまして、それを被保険者、

被扶養者に保険証の更新及び医療費通知の発送の際にそのリーフレットを同封するという
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ことでリーフレットの作成費用について事業をしておりますが、それについての国庫補助

金ということで２万5,000円を国庫補助金としていただいている内容でございます。またあ

わせまして、ポイント付与の関係でございますが、これにつきましては、まずマイナンバ

ーカードの状況でございますけれども、10月31日現在でございますが、浦幌町全体の交付

枚数は1,169枚で交付率は25.7％となってございます。その中で今政府のほうで健康保険証

にひもづけするとポイント付与するというお話もございますが、それにつきましてはマイ

ナポータルというサイトがございまして、利用できる端末機を窓口に設置しておりますの

で、そちらのほうで希望者がございましたらひもづけのお手伝いといいますか、そういっ

た支援は現在も行っておりますし、それ以外でもご本人が例えばスマートフォンで暗証番

号を入力することによりまして自分でひもづけが可能となってございます。また、町内に

ありますセブンイレブンのＡＴＭの中にもそういうコーナーございまして、自分でひもづ

けをするということが可能となってございます。 

 また、３点目の健康保険証をどのような医療機関で使用可能かということがございまし

たけれども、今現在の数値でございますけれども、十勝管内609の医療機関がございますが、

そのうち34医療機関が現在使用可能となってございます。内訳としましては、帯広が19医

療機関、音更が６医療機関、本別が２医療機関、足寄、鹿追、士幌、広尾、新得、芽室、

浦幌が各１医療機関となってございます。 

 次に、４点目の児童手当の関係でございますが、システム改修につきましては児童手当

法の一部改正する法律が令和４年６月１日から施行されることに伴いまして、今現在特例

給付ということで、それぞれの扶養親族の数によりまして収入の額によって特例給付とい

うことで１人当たり5,000円が給付されているところでございますけれども、６月１日から

これが見直されるということがございます。それと、現在行っております現況届というも

のが原則廃止となります。こういったものを開設するに当たりまして、今年度限りの国庫

補助ということでございましてシステム改修を行うことになりまして、国庫補助を100％受

けましてシステム改修が可能となってございますので、今回補正予算に計上させていただ

きまして今年度中の改正をいたしまして新年度に備えるというような内容でございます。 

 私のほうからは以上です。 

〇田村議長 診療所事務長。 

〇鈴木診療所事務長 町立診療所の状況でございますが、マイナンバーカードの保険証利

用につきましては、利用できるように向けて今準備を進めておりまして、現時点ではまだ

利用ができない状況でございます。顔認証付カードリーダー、読み取り機になりますが、

その申込みを10月の６日に行っております。診療所につきましては国のほうから１台無償

で提供されるということになっておりまして、申込みはしたところでございますが、届く

のに３か月から４か月かかるという状況がございます。その後システムの改修という流れ

になっていくのですが、カードリーダーが届かないとシステム改修ができないものですか

ら、現時点では新年度の早い時期に導入に向けて進めているという状況でございます。 
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 以上でございます。 

〇田村議長 産業課長。 

〇小川産業課長 私のほうからは労働諸費、就業チャレンジ事業のサイト構築のご説明を

させていただきます。 

 今回補正提案をさせていただいておりますウェブサイトの内容でございますけれども、

就業チャレンジ事業に対して応募いただく就業体験者、これを募集するに当たって協力事

業者の方々の就業体験の受入れ情報を掲載するとともに、ご協力いただける各事業者の職

場の雰囲気ですとか経営者の理念ですとか、就業体験者が応募する際に必要と思われる情

報を基本として掲載してまいります。あわせて、この募集サイトへたどり着いてもらうた

めにはこのサイト一つを作るわけではなくて、ＳＮＳ、フェイスブックですとかインスタ

グラム、そういったものに対して就業体験の様子やインタビューなどの動画を制作、配信

をして、できるだけ多くの方の目に留まるような魅力的なサイトを創り出す、そういった

ことを考えております。 

 また、このサイトにおいては協力事業者の方は当然なのでございますけれども、現在浦

幌町においてハローワークなどの求人情報を広報紙面でも掲載はしていますが、このサイ

ト上においてもそういった情報は提供してまいりたいと。また、将来的なお話にはなりま

すが、町内の各事業者の方々、それぞれ独自のホームページを持たれている会社もいらっ

しゃいますけれども、多くは持たれていない事業者様が多いのかなと思っております。そ

の方たちと今後進めていけるのは、事業者様が希望されるのであれば同様の情報も逐次入

れていきまして、浦幌町全体の求人情報がこのサイトで分かるような、そういった形のも

のを作りまして、浦幌町の様々な事業、浦幌町にはこんな事業者がいるのだと、そういっ

た事業者の求人状況ですとか人材確保、交流人口の拡大につながるサイト、そういったも

のに作り上げていきたいと考えています。参考までに今年協力事業者様のアンケートを行

ったところでありますけれども、現在は商工業、農業者、様々含めまして23事業者の方々、

この方々のご協力の申出を今現在いただいているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 教育次長。 

〇熊谷教育次長 給食センターの管理費の補正の詳細内容ということでご説明させていた

だきたいと思います。 

 まず、学校給食栄養管理用ソフトの運営会社が廃業になったと、この内容の詳細につき

ましては、この運営会社の経営者が健康上の問題によることから、会社を廃業にするに至

ったというような内容でございます。 

 また、２点目のこのようなリスクを回避するための考え方ということでよろしいでしょ

うか、２点目は。このようなリスクを回避するような考え方につきましては、今後の業者

の選定に当たりまして長期的経営の持続が見込まれる信頼性の高い業者を選定しながら業

者の選定をしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
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〇田村議長 副町長。 

〇山本副町長 最後の質問になりますが、ＡＬＴの今回の追加補正に係っていろんなもの

が高騰しているということで、全体的な産業に関しての支援というか、そういったものも

考えていますかという問いだったと思うのですけれども、昨年新型コロナが流行した段階

で農協さんともいろいろなお話をしている中で、昨年時点のお話ですが、これが長期化す

るような形になれば輸出入が滞ってしまうということで、人の出入りも当然できないので

すけれども、物が日本全体に入ってこないと。そういう中でいうと、これからいろんな農

業飼料とか、そういったものが高騰するのではないかというお話をしていました。まさに

今年になってから、先ほど今回補正の提案をさせていただいております原油の高騰とか、

それから農業飼料についても高騰しているというお話を聞いているところでございます。

ただ、全体的な状況というところまではまだ把握し切れていないものですから、農業団体、

それから林業団体や水産業、漁業に関してもそうですけれども、各団体と情報交換をさせ

ていただく中で、現在はどういった支援というのは考えていませんが、そういった中で情

報を交換させていただいて今後どのような形がいいのか考える時間というか、検討してま

いりたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 １点、給食栄養管理ソフトの関係です。 

 先ほど選定の段階で信頼できる業者、長期的に管理運営してくれる業者を選定すること

に努めるとお話ありました。この給食管理ソフトだけではないのですが、システム契約の

一般として、その契約書の中でこのようなリスクがあった場合に例えばデータ移行はその

業者の負担において行うとか、契約条項の中にいろいろなリスクに対しての取決めをした

ほうが今後このようなことがあった場合のリスクヘッジとして適切なのかなと私は考える

のですが、その点いかがお考えですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 システム全体の話でございますので、あれなのですけれども、今お話

ありました最初の栄養管理ソフトにつきましては町全体で使っている大きなものとはまた

別で、それぞれ個別でソフト等を導入しているものがございますので、そういったものの

業者選定というのはなかなか情報が違うので、あれなのですけれども、町全体のシステム

としましては、当然そういった部分の規約の中で条項等もうたっている部分ございますの

で、それに従って対応することになると思いますので、今回の場合については小さなもの

というか、そういう部分で、どこまでの内容かというのは私のほうで把握はしていないの

ですが、トータルとしての部分ではそういった部分のリスクに関してはそういった契約を

結んでおりますので、そこの部分については大きな問題は生じないと認識しております。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 説明資料の27ページ、環境衛生費の中の特定空家解体補助金についてですけ
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れども、こちらの特定空家解体補助金、以前一般質問した際に特定空家、浦幌町内に７件

残っているということでしたけれども、こちらの数字、執行見込みということで３件と書

かれておりますが、こちら執行した後は残り４件ということで間違いないかお伺いいたし

ます。 

 あと、もう一点、説明資料28ページの労働諸費の就業チャレンジ事業についてですが、

こちらは新しくウェブサイトを作成するということでしたが、このウェブサイトの著作権

については浦幌町でよろしいのかお聞きいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇佐藤町民課長 ただいまの沼尾議員のご質問にお答えいたします。 

 特定空家の認定、除却状況でございますが、まず令和元年度に９件を認定しておりまし

て、そのうち３件が除却を既に終わっております。１件が除却の予定となっております。

また、令和２年度に認定しました２件の認定でございますが、これにつきましては今年度

２件とも除却を既に終わってございます。令和３年度につきましては、先般特定空家等対

策協議会を開催いたしまして１件認定済みでございますが、これにつきましても今後除却

の予定となってございます。トータルで12件認定してございますが、除却済みのものが５

件、除却予定が２件ということで、まず動きがない部分が５件ございますが、これにつき

ましては今後また指導書等を送付しながら改めて除却に向けて指導させていただきたいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 産業課長。 

〇小川産業課長 就業チャレンジ事業の関係でございますが、まず新しく開設した就業チ

ャレンジ事業のサイト自体の管理運営については浦幌町が行うということにしております

ので、基本的には全て浦幌町のものでございます。その中で、先ほど動画ですとか掲載す

る記事の内容によりましては全てが浦幌町が撮影をしたり取材をしたもの以外にも、例え

ば企業様独自で作成したものについてもできればこの中には取り込んでいきたいと、柔軟

性を持ったサイトにしていきたいと考えています。そういった中では事業者間でのそれぞ

れの分担といいますか、お互いの了解の下に著作権が浦幌町に帰属するのか、事業者様に

属するのかというところはケース・バイ・ケースによって発生してくる、そういったもの

になるのではないかと考えているところです。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 今の労働諸費の就業チャレンジ事業について追加でもう一点お聞きしたいの

ですけれども、浦幌町が管理運営するということで今ご答弁ありましたが、ウェブサイト

を作った後に当然運用しなければいけないわけで、その運用をしていくに当たって管理運

営は浦幌町でやるということですが、これランニングコストというのは今後追加でかかっ

てくるものではないでしょうか。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 今ご指摘のとおり、今回提案させていただいたのはサイトを構築する、

立ち上げるための費用を補正させていただきました。来年度以降におきましても就業チャ

レンジ事業自体を運営していくために委託業務の予算を今後ご提案をさせていただくこと

になります。今おっしゃられましたランニングコストにつきましても、今ですと想定では

15万円から20万円ほどと想定はしてございますけれども、その部分につきましても業務の

中に組み込みまして、委託業者様に直接的な運営はしていただきたいと考えています。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 ２点ほどお伺いしたいのですが、説明資料17ページの企業向け貸付け住宅の

契約解除の関係です。この関係についてもう少し説明願いたいと思います。あと、今後ど

うするのかということもです。 

 それから、もう一つ、19ページの自動車管理費の中で軽自動車の購入をするということ

は、もうこのフレームが損壊したということで別に構わないのですが、軽自動車の管理の

仕方です。皆さんも多分見ていると思いますけれども、給食センターの西側に、いつでも

軽自動車止まっております。多分その軽自動車のことだと思うのですが、今後こうやって

新車を買うということになりましたら保管状況といいますか、そういうのをどのようにし

ていくのか。給食センターの中にも配送の部屋だとか、そういうのもあると思いますし、

盗難ということを考えると、今までも国道のそばの町の資材置場からタンクも盗まれたこ

とある、そういうこともありますので、その辺の保管についてどのようにしていくのか、

その辺について伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 まず、１点目の財産貸付収入の部分でございますけれども、これまでご

説明をさせていただきましたとおり、今回補正提案をさせていただいておりますのは当初

予算で計上しておりました帯富の企業向け住宅に対する収入の減額でございます。この部

分につきましては、これまでサンマルコ食品(株)さんの職員の方が入居されておられまし

たが、操業の今休止という状態になってございまして、その部分について今回減額補正を

させていただきました。住宅の今後の取扱いにつきましては、まだ企業向けのまま、その

まま保持するのがいいのか、それとも他の住宅のようにある程度ユーティリティーに使用、

入居許可するような形の住宅として取り扱うのか、その辺についてはまだ内部協議が済ん

でおりませんので、その方向性については今後検討してまいります。 

〇田村議長 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいまご質問のありました給食センターの軽自動車の管理の関係でご

ざいますが、安藤議員のおっしゃるとおり、確かに今の車につきましては野外での管理と
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なっております。24年経過しているということでフレーム等に腐食が入りまして、修繕に

多額のお金がかかるということから、新しく車を購入させていただくというような内容で

ございますが、今後長期的に車を管理していく上でしっかりと管理していかなければなら

ないと考えております。何らかの方策を検討していきたいと考えておりますので、よろし

くお願いします。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 ２点ほど質問させてください。 

 一般家計の補正予算の９ページ、ふるさとづくりの寄附金の関係で、今回補正でも上が

ってきているのですけれども、3,000万円と非常に大きく伸びたのかなと思っております。

この辺の内容を聞きたいのと、あと説明資料26ページの予防費に関連するのですけれども、

先ほども行政報告の中で町長のほうから３回目の接種について説明、報告がなされたので

すが、８か月を経過した者を対象ということなのですが、昨今の報道では６か月経過して

いればというような話も聞くのですけれども、この辺について行政の考え方についてもお

話しいただきたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 それでは、ふるさと寄附に関するご質問にお答えさせていた

だきます。 

 3,000万円増えた主な要因はということでございますけれども、当初予算5,000万円でご

ざいました。現在のところ11月末現在で約6,600万円ほどのご寄附をいただいているところ

でございます。令和２年度におきましては、決算で申しますと8,800万円弱、8,799万5,000円

をご寄附いただきましたので、令和２年度の決算と比べると同額程度なのかなということ

で予測をしているところでございます。令和２年度は増えたのですが、令和元年度が

3,500万円程度でしたので、令和元年から２年に増えた要因といたしましては、地元漁業者

さんのご協力もいただきまして海産物を新たに商品に加えたということで、商品の申込み

の中でも海産物がかなりを占めて、トップクラスということで占めてということで寄附を

押し上げたという形になっておりまして、２年度から３年度に関しましては品目若干変わ

ってはいるのですが、海産物等の人気もありまして、8,000万円程度は確保したいというこ

とで補正をさせていただいたところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 ２点目の予防費につきましてのご質問に私のほうからお答えしたい

と思います。 

 ここ数日８か月または前倒しで６か月という報道がかなり頻繁に出ております。町とし

ましては、国からの説明が11月30日までの11月中は原則８か月経過された方に対して３回

目の追加接種を実施する体制を整えるよう、このような形で国から指示がございました。
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しかしながら、11月30日には国内１例目となるオミクロン株のこういった感染者の確認と、

またその翌日には２例目ということで感染者が増えてきた中で、これがデルタ株以上の感

染力があるという、こういった第６波に備えるために、厚生労働省としては12月に入って

その感染確認以降、この前倒しの６か月を急展開に考え方を変えたものですから、町とし

ましては２日前、３日前までに国から指示のあったとおり８か月経過された方を原則とし

て３回目接種を実施してまいりたいという体制を今現在整えておりますので、国の前倒し

で６か月にするというこの基準等明確な部分が出た中で、本町において医療従事者等の確

保はできるか、そういった体制ができるかは今後国の動向を注視しながら考えてまいりま

すけれども、原則今現在としては８か月以降経過された方に追加接種を実施するという考

え方としているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 説明資料でいいますと、29ページ、林業総務費の中で駆除の関係であります。 

 我田引水になったら困るのですけれども、毎年数多くの有害鳥獣が駆除されています。

その中で特に鹿の害が顕著になっております。それで、今はちょうど狩猟期間なのですけ

れども、それが浦幌の場合は１月31日で明けてしまうという中で、すぐ駆除の期間に入る

ということになります。その中で、昨年度も、除雪体制、山間部の除雪をしていただいた

わけですが、今年度においても２月の駆除に入る前に除雪をやっていただけるのかどうか

を伺っておきたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 まず、駆除の今回補正をさせていただきまして、確かに毎年毎年こうい

った鳥獣被害防止の関係についてはなかなか減らないという実態がございます。冬期間に

おいて、今ご質問のありました除雪体制、そちらについてはこれまでどおり、当然北海道

さんも一緒に連携してではございますけれども、各猟友会の皆さんとのご意向も確認をし

ながら適切な形として除雪体制の確保というものは進めてまいりたいと考えておりますの

で、ご理解をいただければと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第85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） 



 － 31 － 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ０時０１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１４ 議案第８６号 

〇田村議長 日程第14、議案第86号 令和３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。 

〇小川産業課長 議案書の25ページを御覧願います。あわせまして、議案説明資料は35ペ

ージを御覧願います。議案第86号 令和３年度浦幌町町有林野特別会計補正予算。 

 令和３年度浦幌町の町有林野特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の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。 

 令和３年12月３日提出、浦幌町長。 

 次のページを御覧願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに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。 

 このたびの補正につきましては、立木売払収入及び前年度繰越金の額の確定による追加

と、それに伴う基金繰入金について減額補正するものでございます。 

 27ページを御覧願います。２、歳入、２款財産収入、２項財産売払収入、１目不動産売

払収入306万7,000円を追加し、1,600万5,000円、立木売払収入の確定に伴う追加でござい

ます。 

 ３款繰入金、２項１目基金繰入金333万4,000円を減額し、2,661万1,000円、基金繰入金

の減額でございます。 

 ４款１項１目繰越金26万7,000円を追加し、27万7,000円、前年度繰越金の確定に伴う追

加でございます。 
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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86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８７号 

〇田村議長 日程第15、議案第87号 令和３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。 

〇佐藤町民課長 別冊の議案書28ページをお開き願います。あわせまして、説明資料は36ペ

ージをお開き願います。議案第87号 令和３年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予

算。 

 令和３年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第３回）は次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５万3,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ６億6,987万8,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和３年12月３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30ページの歳入歳出補正予算事項別明細

書、１、総括は説明を省略させていただきます。 

 31ページを御覧願います。今回の補正につきましては、一般会計との案分率が確定した

ことによる十勝市町村税滞納整理機構運営に係る分担金を追加補正する内容でございま

す。 

 ２、歳入、５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金５万3,000円を追加し、

6,542万7,000円、内容は説明資料記載のとおり十勝圏複合事務組合分担金の追加に伴う職
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員給与費等繰入金を追加補正する内容でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、２項徴税費、１目賦課徴収費５万3,000円を追加し、261万4,000円、

内容は説明資料記載のとおり町税三税と国保税の機構への引継ぎ額で決定する一般会計と

の案分率が確定したことによる十勝市町村税滞納整理機構運営に係る十勝圏複合事務組合

分担金を追加補正する内容でございます。なお、一般会計から支出する分担金額につきま

しては減額となります。 

 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87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８８号 

〇田村議長 日程第16、議案第88号 令和３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。 

〇佐藤町民課長 別冊の議案書32ページをお開き願います。あわせまして、説明資料は37ペ

ージを御覧願います。議案第88号 令和３年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算。 

 令和３年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ33万5,000円を減額し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ9,201万5,000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。 

 令和３年12月３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34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説明を省略させていただきます。 
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 35ページを御覧願います。今回の補正は、前年度の後期高齢者医療広域連合納付金の確

定及び精算による補正内容でございます。 

 ２、歳入、２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金33万5,000円を減額し、

3,401万2,000円、内容は説明資料記載のとおり前年度の後期高齢者医療広域連合納付金の

確定による一般会計繰入金の減額補正でございます。 

 ３、歳出、２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金33万5,000円を減額し、8,516万

6,000円、内容は説明資料記載のとおり前年度の後期高齢者医療広域連合納付金の確定によ

り翌年度納付金から精算するため、当該納付金の額を減額補正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88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８９号 

〇田村議長 日程第17、議案第89号 令和３年度浦幌町介護保険特別会計補正予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇佐藤町民課長 別冊の議案書36ページをお開き願います。あわせまして、説明資料は38ペ

ージ及び39ページをお開き願います。議案第89号 令和３年度浦幌町介護保険特別会計補

正予算。 

 令和３年度浦幌町の介護保険特別会計補正予算（第３回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の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。 

 令和３年12月３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38ページの歳入歳出補正予算事項別明細

書、１、総括は説明を省略させていただきます。 
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 39ページを御覧願います。今回の補正につきましては、介護報酬改定等に伴うシステム

改修業務補助金の内示に係る財源の構成及び地域密着型介護サービス等給付費保険者負担

金に係る事業実績の減少に伴う減額補正、高額医療合算介護サービス等費負担金に係る事

業実績の増加に伴う追加補正並びに前年度の低所得者保険料軽減負担金の額の確定及び精

算による補正内容でございます。 

 ２、歳入、２款国庫支出金、２項国庫補助金、５目介護保険事業費補助金49万5,000円を

追加し、49万5,000円。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金49万5,000円を減額し、１億3,141万

4,000円。 

 内容は、いずれも説明資料記載のとおり介護報酬改定等に伴うシステム改修業務の補助

金の内示に係る介護保険事業費補助金及び事務費繰入金を補正する内容でございます。 

 続きまして、40ページをお開き願います。３、歳出、２款保険給付費、１項介護サービ

ス等諸費、３目地域密着型介護サービス等給付費25万円を減額し、１億2,055万2,000円、

内容は説明資料記載のとおり地域密着型介護サービス等給付費の事業実績の減少に伴い、

保険者負担金を減額補正する内容でございます。 

 ３項１目高額医療合算介護サービス等費25万円を追加し、235万円、内容は説明資料記載

のとおり高額医療合算介護サービス等費の事業実績の増加に伴い、負担金を追加補正する

内容でございます。 

 ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金３万9,000円を減額し、824万円。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金３万9,000円を追加し、439万1,000円。 

 内容は、いずれも説明資料記載のとおり前年度の低所得者保険料軽減負担金の確定によ

り一般会計繰入れ等の精算で生じた返還分を償還金や繰出金として補正する内容でござい

ます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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89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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    ◎日程第１８ 議案第９０号 

〇田村議長 日程第18、議案第90号 令和３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。 

〇鈴木診療所事務長 別冊議案書41ページを御覧願います。あわせまして、説明資料40ペ

ージをお開き願います。議案第90号 令和３年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算。 

 令和３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に歳入歳出それぞれ157万8,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ３億5,438万1,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和３年12月３日提出、浦幌町長。 

 次のページを御覧願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに43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。 

 44ページをお開き願います。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490万5,000円を減額し、9,514万円、一般会計繰入金の減額補正でございます。 

 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入638万3,000円を追加し、２億627万5,000円、新型コ

ロナウイルスワクチン接種事業の３回目接種に伴う健康診査収入の増による追加でござい

ます。 

 ５款国庫支出金、１項国庫補助金、１目新型コロナウイルス感染症拡大防止支援補助金

10万円を追加し、130万円、説明資料に記載のとおり新型コロナウイルス感染拡大対策に要

するかかり増しに対する国の支援補助金を追加補正するものでございます。 

 45ページを御覧願います。３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費123万7,000円

を追加し、5,452万円、人件費及び原油価格の高騰による燃料費の追加でございます。 

 ２目医業費34万1,000円を追加し、２億9,203万8,000円、新型コロナウイルスワクチン接

種事業の３回目接種に要する経費を追加補正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。 
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 これより議案第90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９１号 

〇田村議長 日程第19、議案第91号 令和３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。 

〇早瀬施設課長 別冊の補正予算書46ページを御覧願います。議案第91号 令和３年度浦

幌町公共下水道特別会計補正予算。 

 令和３年度浦幌町の公共下水道特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ24万1,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ２億2,032万7,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和３年12月３日提出、浦幌町長。 

 47ページを御覧願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに48ページ、歳入歳出補正予

算事項別明細書、１の総括につきましては説明を省略させていただきます。 

 49ページを御覧願います。２、歳入、５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰

入金194万9,000円を減額し、１億1,471万6,000円、内容につきましては一般会計からの繰

入金を減額するものでございます。 

 ６款１項１目繰越金219万円を追加し、269万円、内容につきましては額の確定に伴いま

す前年度繰越金を追加するものでございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費4,000円を追加し、371万4,000円、

内容につきましては受益者負担金等前納報奨金１件に関わる報償費を追加するものでござ

います。 

 １款総務費、２項施設管理費、２目処理場管理費22万6,000円を追加し、4,158万1,000円、

内容につきましては需用費に伴う燃料費に関わる費用を追加するものでございます。 

 ２款事業費、１項１目下水道建設費１万1,000円を追加し、5,778万5,000円、内容につき

ましては人件費に伴う共済組合納付金に関わる費用を追加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。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第91号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２０ 議案第９２号 

〇田村議長 日程第20、議案第92号 令和３年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 別冊の補正予算書50ページを御覧願います。あわせまして、説明資料41ペ

ージを御覧願います。議案第92号 令和３年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算。 

 令和３年度浦幌町の簡易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） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ421万4,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ４億8,681万2,000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。 

 令和３年12月３日提出、浦幌町長。 

 51ページを御覧願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに52ページ、歳入歳出補正予

算事項別明細書、１の総括につきましては説明を省略させていただきます。 

 53ページを御覧願います。２、歳入、４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰

入金421万4,000円を追加し、１億8,064万6,000円、内容につきましては一般会計からの繰

入金を追加するものでございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費4,000円を追加し、3,608万

7,000円、内容につきましては人件費に伴う共済組合納付金に関わる費用を追加するもので

ございます。 

 ２目施設管理費421万円を追加し、7,624万5,000円、内容につきましては説明資料41ペー

ジに記載のとおり需用費に伴う燃料費及び吉野配水池、活平ポンプ場伝送盤における無停

電電源装置の故障に伴う修繕料並びに町内浄水場取水施設土砂撤去箇所の確定による機械
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借り上げ料に関わる費用を追加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92号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎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。 

 お諮りいたします。明日から12月６日までの３日間は、議事の都合により休会とし、12月

７日午前10時から本会議を開くことにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、明日から12月６日までの３日間は、議事の都合により休会とし、会議の再開は

12月７日午前10時とする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 １時３０分 


