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令和４年第１回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

令和４年３月１日（火曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 ４時０４分 

 

〇議事日程 

 日程第 １ 議会運営委員長報告 

 日程第 ２ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ３ 会期の決定 

 日程第 ４ 諸般の報告（議長） 

 日程第 ５ 行政報告（町長） 

 日程第 ６ 令和４年度町政執行方針 

 日程第 ７ 令和４年度教育行政執行方針 

 日程第 ８ 承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて 

              （令和３年度浦幌町一般会計補正予算） 

 日程第 ９ 議案第 ２号 浦幌町の休日を定める条例等の一部改正について 

 日程第１０ 議案第 ３号 浦幌町課設置条例の一部改正について 

 日程第１１ 議案第 ４号 浦幌町個人情報保護条例の一部改正について 

 日程第１２ 議案第 ５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１３ 議案第 ６号 浦幌町国民健康保険税条例の一部改正について 

 日程第１４ 議案第 ７号 浦幌町教育文化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 ８号 浦幌町営住宅条例の一部改正について 

 日程第１６ 議案第 ９号 町道路線の廃止及び認定について 

 日程第１７ 議案第１０号 令和３年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第１８ 議案第１１号 令和３年度浦幌町町有林野特別会計補正予算 

 日程第１９ 議案第１２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２０ 議案第１３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２１ 議案第１４号 令和３年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第２２ 議案第１５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２３ 議案第１６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２４ 議案第１７号 令和３年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算 

 日程第２５ 議案第１８号 令和２年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 日程第２６ 同意第 １号 浦幌町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を 

              求めることについて 
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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 

 

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 
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    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４年第１回浦幌町議会

定例会を開会します。 

 

    ◎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。 

 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４年第１回浦幌町議会定例会の運営について、２月22午前、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

ついて協議を行いましたので、報告いたします。 

 本定例会には、町長提案議案として承認１件、一般議案８件、令和３年度補正予算９件、

令和４年度予算案９件、同意１件が提出されております。また、議会提出は、発委、発議

等であります。 

 次に、一般質問につきましては、傍聴機会の拡大を目的に年１回のナイター議会として

行う予定としておりましたが、新型コロナウイルスの感染状況などを考慮しまして、誠に

残念ではありますが、今期は夜間の審議を中止させていただき、８日午前10時から通常ど

おり行うことにいたしました。以上の内容から、会期は本日３月１日から３月14日までの

14日間でお願いします。 

 次に、本日の会議は、諸般の報告、行政報告、執行方針に続き、承認第２号、一般議案

は第２号から第９号までの８件、令和３年度一般会計ほか各特別会計補正予算として議案

第10号から第18号までの９件、同意第１号の審議を予定しております。 

 また、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を行ってお

ります。 

 なお、本定例会においても新型コロナウイルスの拡散防止及び傍聴される皆様を含めた

感染予防のため、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いたします。 

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

しまして、議会運営委員長報告といたします。 
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〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 会議録署名議員の指名 

〇田村議長 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期会議録の署名議員は、会議規則第127条の規定により、１番、沼尾昌也議員、２番、

栗山博文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14日までの14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14日までの14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４年２月15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４年１月25日から令和４年２月28日までの１の議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、御覧願います。 

 ２のその他については、特に報告すべき事項はございません。 

 次に、監査委員から提出のあった令和３年11月分から令和４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、令和３年12月３日開会の浦幌町議会第４回定例会で可決された地球温暖化、海水

温上昇に伴う水産漁業被害の解明と支援策を求める意見書につきましては、議決日をもっ

て内閣総理大臣ほか各関係大臣に提出をしております。 

 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 行政報告 

〇田村議長 日程第５、行政報告を許します。 

 町長。 

〇水澤町長 行政報告を行います。 

 １の町長等の動静、令和４年１月25日から令和４年２月28日までの動静につきましては、
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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のその他について、まず最初に会計年度任用職員、地域おこし協力隊の業務中におけ

る車両横転事故について報告をいたします。令和４年２月16日午前零時15分頃、業務で上

浦幌から市街に向けて公用車で移動中、浦幌町字活平39番地地先において、アイスバーン

路面でスリップし、道道本別浦幌線の道路路外に転落、横転し、車両を破損させる事故が

発生いたしました。運転していた職員以外には同乗者はおらず、当該職員も軽い打撲傷で、

大事に至ることはありませんでしたが、車両の損壊が激しく、修理不能であるため廃車手

続を行うものであり、町民共有の貴重な財産を損壊させたことに対しまして心からおわび

申し上げるものであります。会計年度任用職員に対しましては、職員同様にこれまでも交

通安全研修会などを実施し、安全運転への注意を促すなど対応してまいりましたが、昨年

12月に続き廃車に及ぶ重大事故の再発は誠に遺憾であり、当該職員を町職員の交通法違反

者等の処分基準に基づき訓告としたところであります。度重なる重大な事故の発生を厳し

く受け止め、職員個々が安全運転への意識をさらに高め、このような事故を二度と起こさ

ないよう組織的、継続的な取組を一層強めながら、安全運転、事故防止の徹底を図ってま

いります。 

 以上、会計年度任用職員の業務中における車両横転事故についての報告といたします。 

 次に、浦幌駅に停車する特別急行の変更について報告いたします。現在ＪＲ北海道が運

行する根室本線の特別急行のうち上下線各１本が浦幌駅に停車しておりますが、３月12日

のダイヤ改正により下り線の札幌発釧路行きの特別急行の停車が「おおぞら１１号」から

「おおぞら９号」に変更されることになりました。これにより浦幌駅の到着時刻がこれま

での午後10時54分から午後８時50分に変更となり、現在より約２時間到着が早まることに

なることから、仕事での札幌までの日帰り出張や帯広方面へ通学する学生など町民の移動

の負担軽減や利便性の向上につながるものと大いに期待しているところであり、町としま

しても今回のダイヤ改正が浦幌駅の利用促進につながるよう広報うらほろへの記事記載、

新しい時刻表の折り込みなど町民への周知に協力しているところです。本町にとっては鉄

路は重要な交通インフラであり、加えて浦幌駅の存在には欠かせないことから、日頃から

浦幌駅との情報共有を図っており、今回のダイヤ改正も双方が課題を共有した結果として

捉えております。今後も浦幌駅を通じＪＲ北海道との連携をさらに強めながら、公共交通

機関としての機能維持と町民の利便性向上を図ってまいります。 

 以上、浦幌駅に停車する特別急行の変更についての報告といたします。 

 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。新型コロナウイルス感染症の変異株、オミクロン株による急激な感染拡大は、全

道の１日の新規感染者数が１月19日に初めて1,000人を超え、２月10日にはこれまで最大と

なる4,098人をピークとして、現在のところはそれぞれの曜日において１週間前との比較で

減少が見られる状況が続いているものの、本町でもこれまで第６波による感染者が８名確

認されるなど、新規感染者数は依然として高い水準が続いています。町民の皆様におかれ
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ましては、２月20日までとしていた国によるまん延防止等重点措置の適用期間が３月６日

まで延長となりましたので、基本的な感染予防対策を引き続き実践していただきますよう

改めてお願いを申し上げます。 

 さて、本町が実施するワクチン追加接種事業につきましては、国が示す接種間隔の要件

を初回接種、１回目、２回目接種完了から６か月の接種間隔が空いていれば可能とする改

正がなされたことを受けて、１月７日から２月25日の間に順次接種間隔の要件を満たした

医療従事者等、高齢者福祉施設等入所者、従事者及び地域における社会機能を維持するた

めに必要な事業の従事者等、いわゆるエッセンシャルワーカーの優先接種対象者482名に対

して追加接種を完了したところです。 

 次に、その他の一般高齢者で接種間隔の要件を満たした1,585名につきましては、２月７

日から予約を開始したところ、1,420名以上が予約をし、２月23日から３月下旬に接種を完

了する予定です。 

 次に、その他18歳以上の方につきましては、接種間隔の要件を満たした方に対し順次接

種券を送付し、追加接種を希望する全ての方に４月下旬まで接種することができる体制を

構築し、実施してまいります。 

 また、５歳以上11歳以下の小児の接種につきましては、ファイザー社の小児用ワクチン

による接種を予防接種法上の予防接種である特例臨時接種に位置づけられ、小児について

は努力義務の規定の適用を除外するなどの関係政省令の改正がなされたところです。これ

により、当該小児用ワクチン100回分、50名、２回接種分が３月３日に本町へ配送されるこ

とになりましたが、ワクチンの量に限りがあることから、まず11歳以下９歳以上のお子さ

んがいるご家庭へ２月28日に接種券を送付し、３月11日から保護者が接種を希望される小

児50名に対して町立診療所で接種を開始できるよう準備を進めているところです。なお、

８歳以下５歳以上のお子様に対しては、国からの小児用ワクチンの供給状況が不明である

ことから、接種実施時期は未定でありますが、順次年齢を引き下げながら実施してまいり

ます。 

 なお、これまで初回接種が完了していない方などにつきましては、今後とも希望される

方が円滑に接種を受けられる機会をつくりながら対応してまいります。 

 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６ 令和４年度町政執行方針 

〇田村議長 日程第６、令和４年度町政執行方針の説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 令和４年第１回町議会定例会の開会に当たり、町政執行方針を申し上げます。 
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 町政執行の基本的な考え方につきましては、令和３年度からスタートした「浦幌町第４

期まちづくり計画」に基づき、これまで同様、町民と行政が一体となって、各種施策を推

進してまいります。 

 本町の令和４年度一般会計予算は69億8,500万円、前年度当初予算比５億7,200万円、

8.9％の増、８特別会計を合わせた総額は96億7,545万4,000円、前年度当初予算比５億

9,336万4,000円、6.5％の増となっております。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により景気の先行きが不透明な状況が続いており、地

方を取り巻く環境も厳しさが続く中、町民が安心し安全な暮らしを確保できるよう、限ら

れた財源の効果的・効率的な行財政運営に努め、住民生活の充実やニーズを最大限反映で

きるよう予算編成を行いました。 

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

ては担当課長等から説明させますが、主要な施策について申し上げます。 

 産業の振興について申し上げます。 

 現在、第一次産業を基幹産業とする本町を取り巻く環境は、年々厳しさを増し、ＴＰＰ

11、日ＥＵ・ＥＰＡ、日米貿易協定、日英ＥＰＡ、そしてＲＣＥＰ発効など経済連携は拡

大が継続しています。国内では、大規模自然災害、地球温暖化、生産基盤の脆弱化、新型

コロナウイルス感染症を契機とした生産・消費の変化などの課題に直面しており、将来に

わたって食料の安定供給を図るため、みどりの食料システム戦略が策定されるなど、ＳＤ

Ｇｓや環境を重視する国内外の動きが加速していくと見込まれる中、関係団体との連携を

密にして情報の共有を図りながら、適切に対応してまいります。 

 畑作につきましては、４月の強雨や６・７月の高温少雨による干ばつの影響を受け、タ

マネギは小玉傾向、菜豆類にあっては二次成長による被害が顕著で減収要因となりました

が、生産者の皆様の努力により小麦・てん菜・澱原馬鈴薯などは高反収・高品質となり農

業粗生産額も過去最高水準となりました。 

 新型コロナウイルス感染症が人々の生活様式に大きな変化を与えたことにより、食料・

農業分野においても食料供給に及ぼすリスクの多様化が予想されるなど、先行き不透明な

農業情勢の中、各種事業を通じ効率的で生産性の高い経営体の育成を図るとともに、高品

質な農産物を生産する取組などの支援を行ってまいります。 

 畜産につきましては、枝肉市場の回復を受け、素牛も一定の価格水準を維持しているほ

か、酪農では生乳生産量がこれまでの最高を記録するなど堅調に推移しておりますが、消

費減退傾向による生乳生産調整や社会経済の混迷による燃料・飼料の高騰など、今後の畜

産経営への影響も危惧されるところであり、経営体質向上に向けて、引き続き肉用牛の優

良後継牛導入・肥育牛の地域内一貫生産の促進や乳用牛の高能力初任牛導入に対する支援、

家畜伝染病自衛防疫推進協議会の疾病予防に対する取組への助成などを実施してまいりま

す。 

 農地基盤の整備につきましては、美園地区の整備に本格着手するほか、継続事業として
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栄穂地区及び恩根内地区の道営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事業を引き続き実施してまいります。 

 林業につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による輸入材の減少、原木価格

の高騰を受けた国内産木材の需要の高まりは継続しており、将来にわたる安定供給を保持

するため森林管理の重要性は増しているところであり、これらに配慮しながら町有林を含

めた一般民有林の適正な森林管理に注力するとともに、森林環境譲与税を活用しながら一

定面積の植栽を着実に実施し、今後も安定的な木材生産を目指すための人工林資源構成の

平準化に向けた取組を進めてまいります。 

 漁業につきましては、秋サケ定置網漁をはじめとして総体的な水揚げ量並びに魚価低迷

が続く中、昨年９月中旬に太平洋沿岸で発生した赤潮による海洋環境の変化が不安視され

るなど、漁業を取り巻く状況が厳しさを増していることから「つくり・育てる漁業」の推

進をはじめ、漁獲向上のため緊急漁場保全活動や、回帰資源造成のための秋サケふ化放流

事業、種苗中間育成事業のほか、海面養殖漁業支援事業などの各種支援事業を実施してま

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、長期化している新型コロナウイルス感染症による影響や

町内の商工事業者の後継者不足など喫緊の課題を抱えており、商工会が実施する経営改善

普及事業などの積極的な事業展開に支援を行うほか、町内消費拡大を図る行政ポイント事

業や新規創業・第二創業への支援を継続し、商工会や金融機関との情報交換や連携体制を

強化しながら、地域経済の活性化を図ってまいります。 

 観光の振興につきましては、新型コロナウイルス感染症蔓延防止のため、令和３年度は

令和２年度に引き続き各種イベントは中止となりましたが、令和４年度においては観光振

興に特化した情報発信サイトの構築を図り、森林公園、留真温泉、道の駅を核とした本町

の観光や感染症対策に工夫を凝らしたイベント開催を模索するなど、情報発信や広告宣伝

の強化に取り組むとともに、浦幌町観光協会が実施する事業に対する支援や、地域資源を

生かした体験型観光を推進するなど、浦幌町の魅力を発信してまいります。 

 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における月間有効求人倍率は

若干の低下は見られるものの、依然として１倍を超える状況が続いており、従業員の確保

が難しくなっております。 

 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や従業員の雇用に対

する支援のほか、各種産業振興施策と一体的に雇用の促進を図ってまいります。 

 福祉・保健予防・医療対策について申し上げます。 

 児童福祉につきましては、令和２年度からスタートした「第２期浦幌町子ども・子育て

支援事業計画」に基づき、子育て支援事業の推進と教育・保育サービス等の提供体制の確
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保に努めてまいります。 

 昨年４月に開園した認定こども園では、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並

びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進していくとともに、併設した子育て

支援センターと地域の子育て家庭への支援を一体的に提供し、機能の充実を図ってまいり

ます。 

 また、昨年７月から開始した認定こども園で調理した給食の上浦幌ひまわり保育園への

搬出につきましては、通年実施により保育園機能の充実と保護者負担の軽減を図ってまい

ります。 

 子ども発達支援センターにおいては、心身の発達の遅れや不安を抱えているお子さんと

保護者に対して、一人一人と個別に関わりながら療育の支援を行ってまいります。 

 また、児童虐待の防止及び早期発見や適切な保護・支援を図るため、関係機関と情報等

を共有し、適切な連携の下対応してまいります。 

 労働などにより保護者が日中家庭にいない児童の健全な育成を図るため上浦幌児童クラ

ブ及び学童保育所における保育環境の充実に努めるとともに、子育て支援センターによる

「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。 

 社会福祉につきましては、令和４年度を初年度とする５か年計画である「第４期浦幌町

地域福祉計画」をスタートさせ、「ともに支え みんなで創る いつまでも安心して暮らせ

るまちづくり」を基本理念に掲げ、各種福祉計画に基づいた福祉サービスを提供してまい

ります。 

 障がい者福祉につきましては、「第３期浦幌町障がい者計画・第６期浦幌町障がい福祉計

画」に基づき、障がいの有無にかかわらず、誰もがお互いに人格と個性を尊重し合いなが

ら、安心して暮らせる地域社会の実現を目指し、各種施策を実施してまいります。 

 経済的及び障がいなどに起因する理由で生活に困窮されている方々への支援につきまし

ては、民生委員などと連携し、国、北海道及び各関係機関と共に適時適切に対応してまい

ります。 

 高齢者福祉につきましては、本町の総人口に占める65歳以上の高齢化率が43％となり、

独り暮らしの高齢者や高齢者夫婦世帯が増えている状況において、地域のニーズが複雑化、

多様化しており、高齢者一人一人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる

よう、令和３年度を初年度とする３か年計画である「浦幌町老人福祉計画・第８期介護保

険事業計画」に基づき、関係機関や地域住民と連携しながら、地域全体で高齢者を支える

「地域包括ケアシステム」を推進してまいります。 

 また、「高齢者見守りネットワーク事業」による地域の見守り体制の構築、介護予防・生

活支援等重度化防止の取組の強化、認知症サポーターの養成、認知症カフェの開催など、

「共生」と「予防」を両輪とした認知症施策の推進、成年後見制度の利用促進など、様々

な高齢者が安心して生活できる環境づくりを進めてまいります。 

 保健予防につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種について、３回目接種を速
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やかに実施し、新たに１、２回目接種の対象となった方や、これまで未接種だった方で接

種を希望される方にも、接種しやすい体制を町立診療所と連携し継続してまいります。 

 また、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、引き続き感染防止対策の実践及び

普及啓発に努め、国や道から発出された情報を迅速に周知してまいります。 

 季節性インフルエンザ予防接種につきましては、町民を対象として接種に要する費用の

一部公費負担を継続し、経済的負担の軽減を図ってまいります。 

 母子の健康の保持及び増進を図るために実施する母子保健事業につきましては、「妊産婦

及び乳児一般健康診査」や「新生児聴覚検査」に係る費用の助成、また、妊産婦健診及び

出産に要した交通費や宿泊費を助成して、町外の産科医療機関へ受診しやすい体制を継続

するとともに、乳児及び幼児が心身ともに健全に成長するために、個々の親子のニーズに

合わせた家庭訪問、乳幼児健診等で支援を行ってまいります。 

 成人及び高齢者の保健事業につきましては、生活習慣病の重症化により発症する脳卒

中・心疾患・人工透析等を予防するため、若い年代から健診受診を勧め、継続受診者を増

やすことで、一人一人が、自ら健康の保持増進に取り組むことができるよう、各種健診内

容及び健診事後の支援体制の充実を図り、健診受診率の向上に努めるとともに、高齢者に

つきましては、「保健事業と介護予防の一体的実施」を進め、地域包括支援センターと連携

を図りながら健康を守る支援を行ってまいります。 

 国民健康保険で実施している生活習慣病の重症化予防などの保健事業につきましては、

健診受診率の向上を図るとともに、健診などの結果から、自ら健康の保持増進に取り組ん

でいただけるよう、家庭訪問などを通して一人一人の健康状態に合った支援を行い、後期

高齢者医療制度に移行した後も、脳卒中や心疾患といった介護が必要になる疾病を予防し、

住み慣れた自宅で自立した生活を送れるよう支援してまいります。 

 町立診療所の運営につきましては、医師多忙の中においても代替医師の協力も得ながら

患者様本位の体制を取り、引き続き毎週水曜日の夜間診療は継続してまいります。 

 また、３年計画の最終年となる電動ベッドの整備、エックス線検査やＣＴ等の医用画像

管理システムの更新のほか、窓口でマイナンバーカードを健康保険証として利用可能とす

るためのシステム改修を行ってまいります。 

 今後とも本町唯一の地域密着型医療機関として、医療体制の確立を維持し、患者様に寄

り添い、町民の皆様が安心して暮らせるよう安全で信頼していただける診療所づくりに努

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。 

 町民一人一人の学びを実現するため、教育委員会と緊密な連携を図りながら、総合教育

会議で定めた教育大綱に基づき、教育行政を進めてまいります。 

 学校教育につきましては、地域と共にある学校づくりを推進するため、「小中一貫コミュ

ニティ・スクール」の充実を図り、「浦幌町教育の日」の取組と連携して学力や体力の向上

に取り組むほか、ＩＣＴを活用した学習活動の充実に努めてまいります。 
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 また、浦幌小学校体育館トイレ改修、浦幌小学校教員住宅建て替えなど、教育環境整備

に努めてまいります。 

 社会教育につきましては、「人づくり・つながりづくり・地域づくり」の担い手育成を図

るとともに、地域学校協働活動を通して地域教育力の向上に努めてまいります。 

 コミュニティ活動の拠点である公民館を中心に、社会教育と生涯学習の充実を図り、生

涯にわたって自らを高め豊かな人生を送れる社会の確立と地域の活性化を促進してまいり

ます。 

 また、全ての町民がそれぞれの体力や年齢に応じ、生涯にわたってスポーツ活動を行え

る環境づくりを目指してまいります。 

 このほか、教育関係の具体的な施策の推進につきましては、教育委員会から申し上げま

す。 

 快適に暮らせるまちづくりについて申し上げます。 

 少子高齢化が進む中、町民の移動手段を確保するため、引き続き本別・浦幌生活維持路

線バスを運行するほか、コミュニティバスの運行につきましては、利用状況を勘案の上郊

外線の運行車両の一部を10人乗りの公用車に変更し、コミュニティバスの市街地循環線、

留真温泉行きの運行日を増やすとともに、交通空白地有償運送事業につきましては、上浦

幌地区における昨年10月からの実証運行の結果等を踏まえた運行方法を含め、ＮＰＯ法人

ひだまりとの連携をさらに強めながら、町民の利便性向上を図ってまいります。 

 また、重要な移動手段である鉄路につきましては、これまでと同様に浦幌駅の特急停車

駅の維持を含め、公共交通機関の機能維持について、ＪＲ北海道と情報共有を図ってまい

ります。 

 町道整備につきましては、継続事業の促進を図るとともに、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、橋梁の点検及び修繕につきましては、「浦幌町橋梁長寿命化修繕計画」に基づき実

施してまいります。 

 空き家対策につきましては、特定空家等解体補助金を活用し、自発的な特定空家等の解

体を進め、町民が安全で安心して暮らすことのできる生活環境の保全を図ってまいります。 

 公共下水道に係る浦幌終末処理場の設備の更新につきましては、「浦幌町下水道ストック

マネジメント計画」に基づき実施してまいります。 

 個別排水処理につきましては、これまで257基の合併浄化槽を整備し維持管理を行ってお

り、継続して普及促進に取り組んでまいります。 

 簡易水道につきましては、給水区域における安定供給・強靱化を図るため、浦幌浄水場

などの監視制御システム更新工事及び設備更新工事などを計画的に実施し、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、現在までの進捗率が50.6％となっており、令和４年度も

継続して実施してまいります。 
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 交通安全及び防犯運動の推進につきましては、令和元年５月に町内において１名の方が

犠牲となる死亡交通事故が発生しましたが、それ以降、交通事故死ゼロが続いており、既

に1,000日を超えております。 

 今後においても引き続き交通安全関係団体等と連携を図りながら、交通安全対策に取り

組んでまいります。 

 また、巧妙化する犯罪が多発している状況にあっては、警察や消費者協会などの関係機

関と連携を図りながら、消費者への情報提供、啓発活動などを講じてまいります。 

 特に成年年齢が令和４年４月１日から18歳となり、悪徳業者等による高額契約やマルチ

商法などの被害が懸念されることから、さらなる効果的な情報提供及び啓発活動を進めて

まいります。 

 ごみ処理対策につきましては、「浦幌町一般廃棄物処理基本計画」及び「浦幌町分別収集

計画」に基づき、ごみ処理やリサイクル体制の充実を進めるとともに、町民への啓発活動

を推進しながら、ごみの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。 

 また、紙おむつの排出助成では、満２歳までの乳幼児等に配付したおむつ専用シールを

利用することにより、無料回収を実施しておりましたが、令和４年度からは、おむつ専用

シールを廃止し、汚物を取り除いてから中身が確認できる45リットル以下の透明もしくは

半透明の袋に収納して、「燃やせるごみの日」に排出できるように制度を改正し、全町民を

対象に無料で回収してまいります。 

 防災・消防・救急体制の充実について申し上げます。 

 近年、地震や局地的な豪雨等による災害が日本各地で頻発し、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、町民の生命、身体及び財産を災害から守るため、「浦

幌町地域防災計画」に基づき対応してまいります。 

 防災対策は、「自助」、「共助」、「公助」が連携することで、効率的な防災・減災対策を図

ることができ、特に「共助」である自主防災組織の組織率向上は重要であり、これまでも

行政区内での自主防災組織の設立または防災に関する事業の実施と防災委員の設置につい

てお願いし、令和３年度までに、23行政区において設置されたところであります。今後に

おいても、令和３年度に導入した新たな防災情報伝達システムの利用者増加の取組と併せ、

引き続き「まちづくり出張説明会」などを通じ啓発してまいります。 

 また、津波避難対策として、海岸地区に整備したデジタル防災行政無線が整備後10年を

経過することから、直流電源装置などを更新するとともに、平成26年度に避難場所として

整備した浜厚内高台に、簡易な一時避難施設を設置するほか、老朽化した指定緊急避難場

所の案内看板について、新たに北電中を活用した公共表示型看板に更新し、指定緊急避難

場所の周知を図ってまいります。 

 消防・救急業務につきましては、住民の安心・安全と住みよいまちを基本理念とする「と

かち広域消防局」の下、近隣自治体との広域的な相互協力体制で消防力の強化に努めてい
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るところです。 

 本年は、高機能消防指令システム及び消防救急デジタル無線の運用が開始されてから７

年目を迎えるに当たり、計画的な部分更新を行うことで、消防通信指令業務の安定稼働を

維持してまいります。 

 また、地域防災力の中核を担う消防団の災害対応能力の向上を図ることは重要であり、

６月には２年ぶりの開催となる浦幌町消防団連合演習が予定されているほか、北海道十勝

川水系水防演習に参加するなど、地域に最も身近な存在である消防団の重要性を広めてま

いります。消防団装備の充実に関しては、消防団員が安全に現場活動を遂行するため、機

能性に優れた防火衣を整備するとともに、報酬等の見直しで処遇改善を図ってまいります。 

 救急体制につきましては、近年の高齢化を背景に救急需要が増加傾向にある中、新型コ

ロナウイルス感染症拡大に伴う救急隊員の安全確保を徹底した上で、さらなる救命率向上

のため救急救命士の教育研修に努めるとともに、町民を対象とした救命講習にて応急処置

の普及啓発を推進してまいります。 

 行政サービスの向上について申し上げます。 

 戸籍の謄抄本や住民票などの交付事務について、引き続き厚内郵便局と吉野郵便局で取

り扱い、効率的な行政サービスを提供してまいります。 

 公平公正な債権確保の推進について申し上げます。 

 町税は重要な自主財源であることから、課税客体の適正な把握による課税、収納率の向

上及び納期内納税促進のため、引き続き口座振替納税の普及を図るとともに、コンビニエ

ンスストアでの納付及びインターネットを利用したクレジット納付の普及を図ってまいり

ます。 

 また、債権管理条例に基づき、これからも町民負担の公平性・公正性の確保と適正な管

理に努めてまいります。 

 定住・移住、交流・関係人口の拡大対策について申し上げます。 

 学校発の子どもを軸とした官民協働の事業である「うらほろスタイル推進事業」や、事

業の活動拠点であり交流施設であるうらほろスタイル複合施設ＦＵＴＡＢＡの有効活用に

つきましては、ＮＰＯ法人うらほろスタイルサポートと連携を図り、次世代につなぐ取組

と交流・関係人口の拡大に努めてまいります。 

 町民と都市圏の企業人など多彩な人材が連携し、地域の課題解決と産業振興モデルを創

出するため、令和元年度から進めている「十勝うらほろ創生キャンプ事業」につきまして

は、地方創生推進交付金のほか、事業に賛同いただいた企業からのふるさと寄附金を財源

として推進するとともに、さらに企業との連携を強め協働して地域課題を解決するために

「浦幌町未来づくり事業」として、これまでの事業を拡充し取り組んでまいります。 

 友好の町の岩手県洋野町との交流につきましては、昨年、一昨年とコロナ禍により交流

事業が中止となりましたが、パークゴルフ交流のほか、相互のイベントにおいて物産交流

を行い、両町の友好を深めてまいります。 
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 官民協働の事業として実施してまいりました常室ラボ運営事業につきましては、地域間

交流事業・人材育成事業を柱に施設の有効活用が図られており、今後も都会から地方への

人の流れを受け入れる施設利用など、町の活性化に資する事業を継続して展開してまいり

ます。 

 協働のまちづくりについて申し上げます。 

 本町では、「町民参加条例」を制定し、協働のまちづくりを進めてまいりましたが、町民

の皆様に行政への関心を高めていただくため、これまで同様、広報誌、ホームページ、電

子メール、地デジ広報やラインを活用し、迅速で丁寧な行政情報の発信に努めるとともに、

職員が各地域に出向く「まちづくり出張説明会」や、「町民アンケート」を実施し、多くの

方がまちづくりに参加できる機会の充実を図り、町民と行政が一体となったまちづくりを

進めてまいります。 

 また、町民社会活動総合補償制度や笑顔輝く地域づくり支援事業を継続して実施し、町

民が行う協働事業を円滑に進めていただけるよう支援してまいります。 

 男女共同参画社会の実現に向けては、「浦幌町男女共同参画基本計画」に基づき、引き続

き、審議会などの女性の登用率の向上を図るとともに、女性も男性も一人一人が自らの意

思で様々な社会活動に参画する機会を確保してまいります。 

 第４期まちづくり計画重点プロジェクトについて申し上げます。 

 重点プロジェクト１「子どもを産み育てたいと思えるまち」では、家庭をつくりたいと

思える環境の充実を図るため、うらフェス交流事業を実施するほか、令和３年度から実施

している結婚お祝い事業に、新生活のスタートアップに係る費用を支援する「結婚新生活

支援事業」を加え、結婚に対する支援を充実してまいります。 

 また、安心して子育てできる環境の充実を図るため、高校生世代までの医療費の無料化

をはじめ、国の幼児教育・保育無償化において、無償化の対象とならない世帯に対する、

町独自で実施する全世帯保育料等完全無償化、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助成、不妊に悩むご夫婦を支援するため特定不妊治療費及び不育症

治療費の助成などを継続実施してまいります。 

 重点プロジェクト２「仕事をつなげたい、つくりたいと思えるまち」では、雇用機会の

確保と地元就職の促進や創業支援の推進を図るため、中小企業経営承継事業、資格取得促

進事業、就業人材育成事業を実施するとともに、本町の求人情報を広く発信しながら就業

チャレンジ事業を本格実施するほか、雇用促進事業、新規創業等促進事業、地域おこし協

力隊起業支援事業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

おける助成措置などを引き続き行い、担い手確保、雇用機会の創出促進に努めてまいりま

す。 

 重点プロジェクト３「住み続けたい、関わりたいと思えるまち」では、定住対策の促進

を図るため、町民や転入者への住宅建設・購入・リフォーム等に対する支援措置として、

定住住宅取得事業、民間賃貸住宅建設促進事業を継続するほか、住宅リフォーム及び店舗
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等リフォームに対する補助内容を一部拡充し、居住環境の整備充実を図ってまいります。 

 以上、町政執行につきまして私の基本的な考え方を申し上げましたが、コロナ禍にあっ

て、人の往来や交流が制限され、事業の実施が難しい場面も想定される中でありますが、

第４期まちづくり計画に掲げる10年後の町の将来像である『想いをつないで未来を創る“わ

たしたちのまち”うらほろ』の実現に向けて、町民の皆様と共に、町政の運営に取り組ん

でまいります。 

 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。 

〇田村議長 以上で町政執行方針を終わります。 

 

    ◎日程第７ 令和４年度教育行政執行方針 

〇田村議長 日程第７、令和４年度教育行政執行方針の説明を求めます。 

 教育長。 

〇水野教育長 令和４年第１回浦幌町議会定例会に当たり、教育行政の執行に関する基本

方針を申し上げます。 

 複雑化・多様化した予測困難な現代社会を生きるためには、夢と自信を持ち、自立した

人間として主体的に判断し、持続可能な社会の作り手として成長していくことが必要とな

ります。 

 浦幌町では、「自立」と「協働」の教育理念を掲げ、小中一貫コミュニティ・スクール機

能の充実と地域学校協働活動の推進に取り組み、地域総ぐるみで子どもたちにふるさとを

愛する心を育むとともに、持続可能な教育環境整備を図り、「個別最適な学び」と「協働的

な学び」を実現させ、確かな学力に基づいた「生きる力」を育成してまいります。 

 また、総合教育会議等を通じて、町長と教育委員会が円滑な意思疎通を図り、「主体的・

対話的で深い学び」の視点に立って教育活動を展開し、「社会に開かれた地域とともにある

学校づくり」及び「人づくり・つながりづくり・地域づくり」を進めていきます。 

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 

 「社会に開かれた教育課程」の実現を図るため、浦幌町小中一貫コミュニティ・スクー

ル事業推進目標を「つながりの再構築」とし、学校運営協議会等において、学校と家庭・

地域が熟議を通して、相互に連携・協働しながら地域と共にある学校づくりを推進します。 

 安全教育・防災教育については、危機管理マニュアルの点検・見直しを行い、交通安全

の徹底に向けた指導や各学校において１日防災学校を実施をするとともに、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下に取り組みます。 

 さらに、浦幌町通学路交通安全プログラムに基づき、各関係機関と合同で危険箇所の点



 － 17 － 

検や確認を行い、児童生徒が安全に通学できるよう、通学路の安全確保に引き続き取り組

みます。 

（２）確かな学力 

 各学校で実施した全国学力・学習状況調査等を活用した検証改善サイクルに基づき、小

中及びこども園等合同の研修会や乗り入れ授業等を実施するほか、家庭学習や放課後及び

長期休業期間中の学習サポートの充実を図ります。 

 また、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」

を継続するとともに、「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

組みます。 

 「朝読・家読」運動、「うらほろリレー家読」運動などの取組等について「教育の日実践

交流会」などで成果を交流します。 

 学校のＩＣＴ環境整備について、児童生徒１人１台に配備したタブレット型パソコンの

授業における効果的な活用方法を検証し、情報活用能力の育成を図るとともに、家庭での

オンライン学習に向けた教育活動の検討を行います。 

 また、令和３年度に運用を開始した、統合型校務支援システムや学校サーバークラウド

を有効に活用し、学校運営の効率化を図ります。 

 小学校で教科化された外国語等については、外国語指導助手（ＡＬＴ）の２名体制を継

続し、グローバルな児童生徒の育成に努めます。 

 特別支援教育については、児童生徒一人一人に応じた支援を充実するため特別支援教育

支援員を配置し、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・強化に努めます。 

（３）豊かな心 

 「特別の教科 道徳」では、命の大切さ、人を思いやる心の育成を推進し、道徳的な判

断力、心情、実践意欲と態度を育てるとともに、自己を見詰め、物事を多面的・多角的に

考え、自己の生き方についての考えを深める学習が行われるよう多様な指導方法等の工夫

を図り、組織的な授業改善の推進に努めます。 

 また、道徳教育推進教師を中心とした指導体制を確立し、「考え、議論する道徳」を要と

した道徳教育の充実に努めます。 

 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

の人材活用や関係団体との連携を深めます。 

 生徒指導については、小中一貫教育推進の観点に立ち、「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。 

 また、「十勝いじめ根絶強化月間」と連動した、いじめ防止の取組を推進します。 

（４）健やかな体 

 児童生徒が体力の向上を実感し、自己肯定感や達成感を保護者と共有していく組織的な
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体力向上の取組を進めます。 

 新型コロナウイルス感染症に備えた適切な対応を行うため、「学校の新しい生活様式」の

徹底等を図り、迅速な感染対策に努め、安全・安心な学習・生活環境の確保に向けた取組

を実施していきます。 

 町内全小学校で実施し効果を上げているフッ化物洗口については、健康教育・虫歯予防

対策として取組を継続します。 

 学校給食センターでは、栄養教諭を中心に地場産食材の活用を通じて食育を推進し、栄

養バランスの取れた給食の提供に努めるとともに、「浦幌みのり給食」の実施と学校給食の

無料化を継続していきます。 

（５）資質の向上と組織の活性化 

 教職員の服務規律の徹底や資質の向上、学校組織の活性化に努めます。 

 また、日々の生活の質や教職員人生を豊かにすることで、自らの人間性や創造性を高め、

子どもたちに対して効果的な教育活動を行うことができる環境整備に向けて、統合型校務

支援システムの活用や、浦幌町アクションプランに基づいた学校における働き方改革を着

実に進めていきます。 

（６）教育環境の整備 

 児童生徒等の安全・安心な学習・生活環境を確保するため学校室内環境測定等の実施を

継続するほか、各学校のＷi―Ｆi環境の充実に向けた整備、浦幌小学校体育館トイレ改修

工事、浦幌小学校教員住宅建て替え工事などの整備を行います。 

Ⅱ．社会教育 

 次に、社会教育については、令和３年度より開始した、「第９期浦幌町社会教育中期計画」

を基盤とし、主体的に学べる社会教育・生涯学習の充実に努めます。 

（１）生涯学習の推進 

 生涯学習の推進については、地域学校協働本部とコミュニティ・スクールが連携・協働

しながら、「ひとづくり、つながりづくり、地域づくり」の担い手育成に努め、地域教育力

の向上を目指します。 

 各公民館は、地域の生涯学習拠点として、引き続き新型コロナウイルス感染症に配慮し

ながら、公民館まつりや文化祭、文化週間等各種事業と、ＩＣＴを活用した、「うらほろ」

らしい生涯学習の推進に努めます。 

 公民館の整備については、厚内公民館の屋根及び玄関等の改修工事を実施し、高齢者な

どに配慮した利用しやすい施設整備を進めます。 

 家庭教育については、子どもの成長段階に応じた子育て世代への情報提供や相談体制拡

充のため、子育て支援センターと連携した「子育て出前ミニ講座」、「親子ふれあい講演」

を開催し、学習機会や情報交換の充実に努め、「早寝・早起き・朝ごはん（あいさつ・ノー

テレビデー）運動」を推進します。 

 少年教育については、自立・自律心を伸ばし、郷土愛と生きる力を育むため、学校・家
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庭・地域と連携しながら、子ども居場所づくり事業や通楽（学）合宿を実施するとともに、

「浦幌町子どもの読書活動推進計画」に基づいた読書活動や、「浦幌町教育の日」における

「スマホ・ゲーム機使用のルール」宣言を推進します。 

 高齢者教育については、学校や地域と連携・協働した世代間交流を促進することで高齢

者の経験や知識を伝承し、高齢者が生きがいを持って生活できる環境をつくるため、寿大

学を継続しながら、多様な学習・交流の機会を提供していきます。 

 図書館事業については、「第２期浦幌町子どもの読書推進計画」に基づき、各種事業を展

開します。 

 読書感想文コンクールを継続し、子どもが本に親しむ機会をつくることで読書習慣の確

率を図るとともに、親子で楽しみながら読書に親しむことができる図書館運営に努めます。 

 また、ボランティアの活動支援を継続し、連携・協働しながら、地域総ぐるみで読書活

動を推進します。 

 博物館事業については、地域の資料保存、学術資源の情報発信拠点及び研究者と地域住

民との交流拠点としての博物館の基本機能を明確化するため、博物館法に基づく登録博物

館とするための手続を進めます。 

 複合施設である当館のメリットを生かし、引き続き図書館と博物館の連携を進めます。 

 また、町内に点在する各種文化財について調査・研究と新規文化財指定を推進するとと

もに、教材化や文化資源としての有効活用を図ります。 

 アイヌ文化については、アイヌ振興法に基づき、先住民族の歴史と文化を発信する事業

の充実のため、関連する団体や大学・博物館等研究機関と連携して充実を図ります。 

（２）スポーツの振興 

 スポーツの振興については、スポーツ活動に参加し、地域の人たちとのコミュニケーシ

ョン能力を育むため、障がいの有無にかかわらず誰もが気軽に参加できる教室を開催する

など、公平かつ質の高い生涯スポーツの振興を目指します。 

 また、スポーツの生活化・定着化を促進するため、各種スポーツ団体と連携した指導者

養成の講習会を開催しながら、人材育成を図ります。 

 総合スポーツセンター等の指定管理者制度を導入した施設は、効率的かつ効果的な運営

により、さらなる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、体育施設を自主的に管理していただいている団体と密

に連携・協働することで、安全と安心なスポーツ活動の環境整備に努めます。 

 体育施設の整備については、スイミングプール更衣室床張り替え及び屋根防水改修工事、

健康公園ザイルクライミングワイヤ保護修繕を行い、利用者への安全と安心を確保しなが

ら持続可能な機能の充実に努めます。 

 以上、令和４年度の教育行政執行方針を申し上げました。 

 「十勝はひとつ、子どもたちのために」との熱き思いを胸に、地域の皆様と共に浦幌町

の教育を前進させてまいります。 
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 町民の皆様並びに町議会議員の皆様のご理解とご協力を賜りますよう心からお願い申し

上げます。 

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、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時１３分  休憩 

午後 ０時５９分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 

    ◎字句の訂正 

〇田村議長 まず、次の日程に入る前に配付されております正誤表について副町長より説

明してもらいます。 

 副町長。 

〇山本副町長 議長から発言のお許しをいただきましたので、説明させていただきます。 

 本日提出した議案の審議をいただく前に、お手元に配付させていただきました令和４年

第１回浦幌町議会定例会議案正誤表についてご説明申し上げます。箇所は、議案書８ペー

ジの議案第２号 浦幌町の休日を定める条例等の一部改正についての第５条でございま

す。誤りは「第５条 浦幌町総合スポーツセンターの設置及び管理等に関する条例８平成

19年浦幌町条例第18号）」となっておりますが、正しくは「第５条 浦幌町総合スポーツセ

ンターの設置及び管理等に関する条例（平成19年浦幌町条例第18号）」となるもので、誤り

の部分にアンダーラインがありますが、数字の８が括弧となるものでございます。 

 以上の内容でありますが、浦幌町議会会議規則第20条第１項において議会の議題となっ

た事項を訂正しようとするときは議会の許可を得なければならないとされております。本

件の場合、先ほど説明したとおり、当該誤りは誰の目から見ても明らかなミスであります

ので、上記の手続を取ることは議会の審議の能率上からも疑問であります。したがって、

適宜正誤表を作成、配付して、事実上当初から誤りがなかったものとして取り扱うことが

できる旨議会事務局から助言もいただきましたことから、おわびを申し上げまして、正誤

表によります訂正をさせていただきますようご理解をお願い申し上げます。 

 議会提出議案につきましては、町長決裁及び課長会議を経て上程させていただいており

ますが、確認不足のため誤りがありましたことを深くおわび申し上げます。また、本日の

審議日程が遅れることになり、誠に申し訳ございませんでした。今後このようなことが起

きないよう議案確認を徹底してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 

〇田村議長 ただいま副町長の説明が終わりました。 
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 説明のとおりでありますので、本件につきましてご了承を願いたいと思います。 

 

    ◎日程第８ 承認第２号 

〇田村議長 日程第８、承認第２号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案書の１ページを御覧願います。あわせまして、説明資料１ページ

を御覧願います。承認第２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。 

 令和４年３月１日提出、浦幌町長。 

 次のページを御覧願います。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。 

 令和４年２月２日、浦幌町長。 

 記、令和３年度浦幌町一般会計補正予算、次のとおり。 

 ３ページを御覧願います。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14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110万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ71億4,781万3,000円とする。 

 第２項 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。 

 ４ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに５ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、

１の総括は、説明を省略させていただきます。 

 ６ページを御覧願います。２、歳入、18款繰入金、２項１目基金繰入金110万円を追加し、

３億4,260万9,000円、内容につきましては財政調整基金繰入金を追加したものでございま

す。 

 ３、歳出、10款教育費、２項小学校費、１目学校管理費110万円を追加し、9,570万1,000円、

内容につきましては説明資料１ページに記載のとおり浦幌小学校暖房ボイラーの循環ポン

プ取替えに要する費用を追加したものでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより承認第２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をされました。 

 

    ◎日程第９ 議案第２号 

〇田村議長 日程第９、議案第２号 浦幌町の休日を定める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。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案書の７ページを御覧願います。議案第２号 浦幌町の休日を定め

る条例等の一部改正について。 

 浦幌町の休日を定める条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和４年３月１日提出、浦幌町長。 

 次のページを御覧願います。浦幌町の休日を定める条例等の一部を改正する条例。 

 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。ここで大変誠

に申し訳ございませんが、説明資料の訂正をお願いいたします。説明資料の５ページを御

覧願います。浦幌町総合スポーツセンターの設置及び管理等に関する条例新旧対照表の改

正後、アンダーラインの部分が「12月28日から翌年の１月３日まで」となっておりますが、

正しくは「12月29日から翌年の１月３日まで」でございますので、訂正をお願いいたしま

す。度重なる訂正をお願いすることとなり、深くおわび申し上げます。誠に申し訳ござい

ません。 

 それでは、説明に入らせていただきます。説明資料の２ページを御覧願います。１、改

正の趣旨でございますが、浦幌町の休日を定める条例は町の機関の執務を原則として行わ

ない休日を定めたものであり、これにより本町は12月31日から翌年の１月５日までを年末

年始の休日としております。年末年始の休日に関しては、従来から国や北海道等との休日

と異なることから、業務の遂行に支障を来す場合があるとの指摘があったことから、令和

３年２月に開催された十勝町村会定期総会において年末年始の休日を12月29日から翌年の

１月３日までに変更することについて協議が行われ、積極的に進めていくことが全会一致

で決定されました。これに伴い、庁内において年末年始の休日の取扱いについて検討した

結果、令和４年度から12月29日から翌年の１月３日までを年末年始の休日とすることが望

ましいとの結論に達しましたので、浦幌町の休日を定める条例について改正するものでご

ざいます。また、本条例の改正に伴い影響のある条例につきましても併せて改正するもの
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でございます。 

 その他の規則、規定等につきましても年末年始の休館日やサービスの提供等に関する規

定があるものについて検討を行っており、必要があるものにつきましては規則等を改正し、

同様に令和４年度の年末年始から変更してまいります。 

 ２、改正の内容でございますが、浦幌町の休日や休館日等の機関を定めた以下の条例を

改めるものでございます。 

 （１）12月31日から翌年の１月５日までの６日間とする規定を12月29日から翌年の１月

３日までの６日間に改めるものにつきましては、浦幌町の休日を定める条例、浦幌町職員

の勤務時間、休暇等に関する条例、浦幌町職員の給与に関する条例、浦幌町会計年度任用

職員の給与及び費用弁償に関する条例、浦幌町地域包括支援センター設置条例でございま

す。 

 （２）の12月30日からから翌年の１月５日までの７日間とする規定を12月29日から翌年

の１月３日までの６日間に改めるものにつきましては、浦幌町総合スポーツセンターの設

置及び管理等に関する条例、浦幌町産業交流施設設置及び管理等に関する条例、これにつ

きましては物産交流センター休館日の部分でございます。 

 （３）１月１日の１日間とする規定を12月29日から翌年の１月３日までの６日間に改め

るものにつきましては、浦幌町産業交流施設設置及び管理等に関する条例、これにつきま

してはレストラン施設の休館日部分でございます。 

 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。 

 新旧対照表につきましては説明資料３ページから５ページまで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１０ 議案第３号 
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〇田村議長 日程第10、議案第３号 浦幌町課設置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10ページを御覧願います。議案第３号 浦幌町課設置条例の

一部改正について。 

 浦幌町課設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和４年３月１日提出、浦幌町長。 

 次のページを御覧願います。浦幌町課設置条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町課設置条例（平成17年浦幌町条例第２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６

ページを御覧願います。１、改正の趣旨でございますが、令和４年度から産業課の分掌事

務である農業土木に関することを施設課の分掌事務とすることから、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、農業土木に関することを産業課の分掌事務から施設課

の分掌事務に改めるものでございます。 

 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。 

 なお、新旧対照表につきましては説明資料７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１１ 議案第４号 

〇田村議長 日程第11、議案第４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。 
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 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12ページを御覧願います。議案第４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。 

 令和４年３月１日提出、浦幌町長。 

 次のページを御覧願います。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。 

 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８

ページを御覧願います。１、改正の趣旨でございますが、デジタル社会の形成を図るため

の関係法律の整備に関する法律附則第46条の規定により統計法（平成19年法律第53号）第

52条について、個人情報の保護に関する規律が個人情報保護法に統一されることに伴う所

要の改正が行われ、当該改正により統計法第52条が項立てではなくなるため、同条を引用

している浦幌町個人情報保護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、第42条第１号中「第52条第１項」とあるのを「第52条」

とするため、「第１項」の文言を削るものでございます。 

 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。 

 なお、新旧対照表につきましては、説明資料９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１２ 議案第５号 

〇田村議長 日程第12、議案第５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。 
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 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14ページを御覧願います。議案第５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。 

 令和４年３月１日提出、浦幌町長。 

 次のページを御覧願います。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。 

 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10ペ

ージを御覧願います。１、改正の趣旨でございますが、国家公務員においては妊娠、出産、

育児等と仕事の両立支援のために講じる措置として、非常勤職員の育児休業の取得要件の

緩和及び育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に係る措置を講じております。地方公務

員につきましても地方公務員法第24条第４項における均衡の原則により、国家公務員の措

置等を踏まえ、非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和等の措置を講じることが求められ

ているため、所用の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、①、育児休業並びに部分休業の取得要件の緩和、第２

条及び第18条関係につきましては、非常勤職員の育児休業及び育児時間の取得要件のうち

引き続き在職した期間が１年以上であるとの要件を廃止するものでございます。 

 ②、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備、第22条、第23条関係につきましては、本

人または配偶者の妊娠、出産等を申し出た職員に対する育児休業制度等の周知及び育児休

業の取得意向の確認や相談体制の整備などを円滑に運用するための措置に関する規定を追

加するものでございます。 

 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。 

 なお、新旧対照表につきましては、説明資料11ページから13ページまでに記載しており

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５号を採決いたします。 
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 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１３ 議案第６号 

〇田村議長 日程第13、議案第６号 浦幌町国民健康保険税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16ページを御覧願います。議案第６号 浦幌町国民健康保険税条

例の一部改正について。 

 浦幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和４年３月１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税条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町国民健康保険税条例（平成12年浦幌町条例第５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14ページ及び15ページを御覧願います。あわせ

まして、16ページから26ページに新旧対照表を記載してございます。１の改正の趣旨でご

ざいますが、国民健康保険税は応益、均等割、平等割と応能、所得割、資産割に応じて設

定しており、低所得世帯に対しては応益保険税の軽減措置、７割、５割、２割軽減を講じ

ております。子育て世帯の経済的負担軽減の観点から全世代対応型の社会保障制度を構築

するため、未就学児に係る国民健康保険税の被保険者均等割額の軽減措置の導入を講ずる

必要があります。 

 つきましては、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改

正する法律（令和３年法律第66号）が令和３年６月11日に、全世代対応型の社会保障制度

を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関

する政令（令和３年政令第253号）が令和３年９月10日に公布され、国民健康保険税の改正

部分については令和４年４月１日から施行されることに伴い、浦幌町国民健康保険税条例

の一部を改正するものでございます。 

 なお、令和４年２月７日開催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２月８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、表に記載のとおりでございますが、条項番号第23条の

国民健康保険税の減額につきましては、第２項を新設し、未就学児の被保険者均等割額の

軽減措置について、このたびの改正により新たに減額の割合を５割とする措置を講ずるも

のでございます。ただし、低所得者軽減の適用がある場合については、当該軽減後の被保
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険者均等割額から５割を減額いたします。その他法律及び政令の改正に合わせまして、所

用の規定の整備を図るものでございます。 

 ３の施行期日ですが、この条例は、公布の日から施行します。ただし、第５条の２第１

号及び第13条第１項の改正規定、第23条の改正規定（「係る」の次に「基礎課税額の」を加

える部分を除く。）及び第23条の２の改正規定（「前条の」を「前条第１項の」に、「前条第

１号」を「前条第１項第１号」に改める部分に限る。）並びに附則第２項から第４項までの

改正規定、第６項の改正規定（「山林所得金額又は法附則第35条の２第５項に規定する一般

株式等に係る譲渡所得等の金額」の次の「等の金額」を削る部分を除く。）及び第７項から

第13項までの改正規定は、令和４年４月１日から施行いたします。 

 ４の適用区分ですが、この条例（前項ただし書に規定する改正規定に限る。）による改正

後の浦幌町国民健康保険税条例の規定は、令和４年度以後の年度分の国民健康保険税につ

いて適用し、令和３年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例になります。 

 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１４ 議案第７号 

〇田村議長 日程第14、議案第７号 浦幌町教育文化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。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 議案書の19ページを御覧願います。議案第７号 浦幌町教育文化センタ

ーの設置及び管理等に関する条例の一部改正ついて。 

 浦幌町教育文化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次のよ

うに定める。 

 令和４年３月１日提出、浦幌町長。 

 次のページを御覧願います。浦幌町教育文化センターの設置及び管理等に関する条例の
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一部を改正する条例。 

 浦幌町教育文化センターの設置及び管理等に関する条例（平成11年浦幌町条例第20号）

の一部を次のように改正する。 

 以下、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27ページを御覧願います。１、改正の趣旨ですが、公立図書館の設置に関

する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければなりませんが、こ

れまで条例に図書館の法律上の位置づけが明記されていなかったため、浦幌町立図書館を

図書館法上の図書館であることを明記するものです。 

 また、地方公共団体の設置する博物館は、博物館法に基づき都道府県教育委員会の所管

する博物館登録原簿へ登録することと定められていますが、浦幌町立博物館は前身の旧浦

幌町郷土博物館を廃止した際に登録を解除したままであり、法律上は博物館ではない状態

にあるため、博物館法の規定に基づく博物館とするため、本条例の一部を改正するもので

す。 

 ２の改正の内容でございますが、①は第２条関係で、浦幌町教育文化センターに設置し

ている図書館と博物館を図書館法（昭和25年法律第118号）の規定に基づく図書館及び博物

館法（昭和26年法律第285号）の規定に基づく博物館とすることを規定するものです。 

 ②は第13条関係で、字句の整理を行うものです。 

 ３、施行期日につきましては、令和４年４月１日から施行するものです。 

 なお、新旧対照表につきましては28ページに記載のとおりですので、ご参照いただきた

いと思います。 

 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。 

 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 ４点ほどご質問をさせていただきたいと思います。 

 １点目についてです。法律上の図書館及び博物館として今回登録していくということで

ありますが、今まで法律上の図書館、博物館ではなかったことには何かしらの理由があっ

て登録していなかったのか、ただ失念していただけなのかお聞きします。 

 ２点目、こちら法律に定められている職員の件ですが、今回法律上の図書館及び博物館

になると、図書館法と博物館法の適用を受けるということになります。博物館法には学芸

員とそのほかの職員を有することと記載があり、文部科学省が出している博物館の設置及

び運営上の望ましい基準の中でも基本的運営方針に基づき適切に事業を実施するために必

要な数の学芸員を置くものと記載があります。こちらの必要な数の学芸員とは、本町の博

物館では何名と考えているか。 

 ３点目、図書館法及び博物館法には国は地方公共団体に対し予算の範囲内において施設、

設備に要する経費の一部を補助することができるとありますが、現状分かっている範囲で

国からどのような補助があるのか教えていただきたいです。 
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 ４点目、公立図書館及び公立博物館についての運営基準には各年度の事業計画の達成状

況、そのほかの運営状況について自ら点検及び評価を行い、公表するよう記載がされてお

りますが、今後この法律上の図書館、博物館になった場合、点検、評価、公表はどのよう

に行っていくのかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいまのご質問にお答えします。 

 まず、１点目の法律上の図書館、博物館に指定していなかったというような過去の経緯

というような質問だったかとは思うのですが、実際に失念していたということではなく、

前身は浦幌町の旧郷土博物館だったのですが、郷土博物館が平成10年に閉館されまして、

11年に今の博物館が開設されましたが、それまでの間は博物館法に指定するというような

指定をしなくても博物館として浦幌町の施設として成り立っていると判断していたため、

法律上の博物館というような規定はしていなかったということでございます。 

 ２点目につきましては、職員の配置の関係ではないかなと思いますが、博物館につきま

しては、学芸員につきましては今現在１名の学芸員がおります。１名の学芸員につきまし

ては、今の浦幌町の博物館の規模からいうと、１名というような配置で今のところは充足

されているのかなと考えております。 

 続きまして、３点目になります。予算内の国の補助、支援ですか、というような質問か

と思いますが、法律上の博物館になると、実際に国からの補助金を受けられるというよう

なものがあります。ただ、今現在どのような補助が受けられるかというものにつきまして

は、私も手元にその資料がないものですから、具体的なものは申し上げられませんが、法

律上の博物館になると国からの補助金等を受けられるというようなものがございます。 

 ４点目になります。４点目は各公民館、博物館の自らの点検というようなことでござい

ますが、実際に図書館、博物館には図書館、博物館協議会がありまして、その協議会の中

で毎年その年度の執行方針、そして事業計画、また年度末には事業報告等をしながら自ら

の事業に対しての評価を行っているところでございます。今後におきましても、図書館、

博物館協議会、その中でしっかりと自らの施設の点検、評価をしていきたいと考えており

ます。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 今現在法律に定められている職員で、博物館法には学芸員が必要だというこ

とで法律上に記載があるということで、今現在本町では学芸員が１名ということで承知を

しておりますが、先ほどご答弁の中では今現在は本町では学芸員１名が適切な学芸員の数

ということでご答弁をいただきましたけれども、同規模の自治体でほかの博物館ではどれ

ぐらいの学芸員が配置されているのか等は調べて、そのような判断に至ったのか、あと４

点目の自ら点検及び評価を行って公表していくということに関して、こちらは今現在事業



 － 31 － 

計画ですか、を現在も、そういう点検は行っているというのは先ほどの答弁で分かったの

ですけれども、公表についてはこちらはどう行っているのかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいまの学芸員の配置でございますが、沼尾議員のご質問にあった同

規模の博物館と比較しての内容なのかということでございますが、実際には同規模の博物

館との比較というのはしておりません。 

 それから、続きまして公表というようなことでございますが、点検、公表につきまして

は、先ほど言いましたように、図書館、博物館協議会がありまして、その中で点検、それ

から評価等を行うということを行っておりまして、その会議の内容のてんまつ等につきま

してはホームページ上で公表しているというようなことでございますので、ご了解いただ

きたいと思います。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 今この議案で法律上の図書館及び博物館に登録していくということですの

で、私としては、この自治体の規模で非常にすばらしい博物館、図書館が整っていると思

っています。ですので、持続的、また安定的にこの博物館、図書館が今の事業の水準のま

ましっかりと維持されていくことが私は望ましいと思っておりまして、そこに就く職員に

ついて、法律上は学芸員が必要ということで記載をされているものですから、また今現在

１名しかいないということで後継者等今後問題となってくることも想定をされますので、

その点学芸員が何名必要かというのは今後また検討していただくべきかなと思うのです

が、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいま学芸員の今後の配置というようなことのご質問だったのかなと

思いますが、先ほど申し上げましたとおり、ただいま浦幌町の博物館におきましては学芸

員は今１名ということで、この１名につきましては今現状では適切な配置なのかなと思わ

れます。しかしながら、これから博物館事業がどんどん展開されていきまして、拡充され

ていくということになると、その辺のところにつきましては博物館の中での学芸員の配置

が今の配置の数でよろしいのかというような問題もまた生じてくるかなとは思いますが、

現状では今１名ということで、適正な配置をされているということをご理解いただきたい

と思います。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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１５ 議案第８号 

〇田村議長 日程第15、議案第８号 浦幌町営住宅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。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 議案書の21ページを御覧願います。議案第８号 浦幌町営住宅条例の一

部改正について。 

 浦幌町営住宅条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和４年３月１日提出、浦幌町長。 

 次のページを御覧願います。浦幌町営住宅条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町営住宅条例（平成９年浦幌町条例第３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、説明資料による説明をさせていただきます。説明資料の29ペ

ージを御覧願います。１、改正の趣旨でございますが、公営住宅等の入居者資格として老

人、身体障がい者、その他の特に居住の安定を図る必要がある者として条例で定める者に

つきましては、同居親族要件を不要としておりますが、身体上または精神上著しい障がい

があるために常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることができず、また

は受けることが困難であると認められる者は例外としているところであります。そのため、

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号）により禁止され

ており、この法の趣旨を踏まえ、当該障がい者と他の者との機会の平等を図るため、例外

規定を削除するものでございます。 

 ２の改正の内容でございますが、①は第６条関係で、第６条第２項のただし書の例外規

定及び同条第３項の例外規定への該当調査に関する項を削るものでございます。 

 ②は、第56条関係で、条項記載誤りの修正を行うものでございます。 

 次に、３の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。 

 なお、新旧対照表につきましては説明資料30ページから31ページに記載しておりますの

で、ご参照願います。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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１６ 議案第９号 

〇田村議長 日程第16、議案第９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。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 議案書の23ページを御覧願います。議案第９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の廃止及び認定することについて、道路法第８条第２項及び同法第

10条第３項の規定により、議会の議決を求める。 

 令和４年３月１日提出、浦幌町長。 

 １、廃止路線は路線番号3052号、路線名、十勝太海岸線、起点が十勝太187番地（十勝太

線）、終点が十勝太国有未開地、延長が709.70メートル、重要な経過地は十勝太でございま

す。 

 ２、認定路線は同じく路線番号3052号、路線名、十勝太海岸線、起点が十勝太187番地７

地先（国道336号）、終点が十勝太189番地１地先、延長が908.50メートル、重要な経過地は

十勝太でございます。 

 議案説明資料の32ページを御覧願います。１、町道路線の廃止及び２、町道路線の認定

は、議案書で説明のとおりでございます。３、路線箇所は33ページの図面のとおりでござ

いますが、路線番号に誤りがありますので、訂正をお願いいたします。図面では3050号と

なっておりますが、議案で説明のとおり3052号でございますので、訂正をお願いいたしま

す。申し訳ございません。４、認定理由ですが、町道十勝太海外線の起点は十勝太187番地、

町道十勝太線としておりますが、当該町道は平成24年３月に国道336号が全線供用開始され

たことに伴いまして認定区間の見直しを行い、町道十勝太海岸線との接点区間については

認定を廃止しているところでございます。本来であれば、認定廃止の際に町道十勝太海岸
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線の起点位置を国道336号との接点まで延長すべきところでありましたが、今般起点位置の

誤りが発覚したことから、現道を廃止し、新たに町道として認定するものでございます。

また、併せて地籍調査の実施により国有未開地に地番表示がされたことから、終点の表記

を修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いたしました。 

 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、暫時休憩いたします。 

 

午後 １時４８分  休憩 

午後 １時５９分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 

    ◎日程第１７ 議案第１０号 

〇田村議長 日程第17、議案第10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 別冊の補正予算書１ページを御覧願います。あわせまして、説明資料

は34ページからになります。議案第10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15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１億8,739万5,000円を減額し、歳入
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歳出の総額を歳入歳出それぞれ69億6,041万8,000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。 

 （繰越明許費） 

 第２条 繰越明許費の追加は「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （債務負担行為） 

 第３条 債務負担行為の変更・廃止は「第３表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債） 

 第４条 地方債の変更は「第４表 地方債補正」による。 

 令和４年３月１日提出、浦幌町長。 

 ２ページから５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

せていただきます。 

 ６ページを御覧願います。第２表、繰越明許費補正。追加でございます。２款総務費、

３項戸籍住民登録費、事業名、社会保障・税番号制度システム整備事業、金額264万円、６

款農林水産業費、１項農業費、事業名、栄穂地区水利施設等保全高度化事業、金額578万円、

同じく６款農林水産業費、１項農業費、事業名、恩根内地区水利施設等保全高度化事業、

金額680万円、これらの事業はいずれも令和４年度へ繰り越して事業実施するものでござい

ます。 

 ７ページを御覧願います。第３表、債務負担行為補正。変更でございます。事項、総合

行政情報システムハードウエア借り上げ料（住民基本台帳ネットワークシステム端末）、補

正前の期間、令和３年度から令和７年度、補正前の限度額89万1,000円、補正後の期間、令

和３年度から令和８年度、補正後の限度額89万1,000円、これは当初令和３年４月から令和

８年３月までの５年間の契約を予定したものが令和４年１月から令和８年12月までの５年

間の契約となったため、期間を変更するものでございます。事項、総合行政情報システム

ハードウエア借り上げ料（文書管理システムサーバー）、補正前の期間、令和３年度から令

和７年度、補正前の限度額888万4,000円、補正後の期間、令和３年度から令和７年度、補

正後の限度額823万7,000円、契約額確定に伴い限度額を変更するものでございます。 

 続いて、廃止でございます。事項、総合行政情報システムハードウエア借り上げ料（顔

認証システム）、期間、令和３年度から令和７年度、限度額334万7,000円、国の受入れ整備

が遅れたことに伴いまして令和４年度に実施することとなったため、廃止するものでござ

います。 

 ８ページを御覧願います。第４表、地方債補正。変更でございます。起債の目的、過疎

対策事業、補正前限度額２億9,950万円、補正後限度額２億8,330万円。次に、８ページ一

番下の公営住宅建設事業、補正前限度額1,000万円、補正後限度額880万円。９ページを御

覧願います。緊急防災・減災対策事業、補正前限度額990万円、補正後限度額880万円。臨

時財政対策債、補正前限度額１億4,305万円、補正後限度額１億385万4,000円。計、補正前
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限度額４億6,245万円、補正後限度額４億475万4,000円でございます。これらの内容につき

ましては、歳入で申し上げますので、説明を省略させていただきます。なお、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。 

 10ページから11ページまで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。 

 12ページを御覧願います。２、歳入、１款町税、２項１目固定資産税1,807万5,000円を

減額し、３億5,525万円、内容につきましては説明資料34ページに記載のとおりでございま

す。 

 ３項軽自動車税、２目種別割９万7,000円を追加し、1,597万4,000円、内容につきまして

は滞納繰越分を追加するものでございます。 

 ２款地方譲与税、２項１目自動車重量譲与税1,500万円を追加し、6,500万円。 

 ６款１項１目法人事業税交付金232万8,000円を追加し、482万8,000円。 

 ７款１項１目地方消費税交付金2,000万円を追加し、１億500万円。 

 ８款１項１目環境性能割交付金166万2,000円を追加し、547万1,000円。 

 これらは、いずれも譲与額、交付額の増額見込みに伴う補正でございます。 

 10款１項１目地方交付税9,228万円を追加し、35億6,067万4,000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でございます。 

 12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241万4,000円を減額し、

1,625万3,000円、内容につきましては説明資料53ページから54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1,829万7,000円を減額し、9,897万7,000円、内容につき

ましては学童保育所保育料の追加、老人福祉施設入所者費用徴収金及び老人保護措置費負

担金を減額するものでございます。 

 ３目農林水産業費負担金21万7,000円を減額し、570万4,000円、内容につきましては農業

団地センター管理負担金を減額するものでございます。 

 13款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料229万9,000円を追加し、310万

8,000円、内容につきましては地域対応活用による町営住宅の目的外使用に伴う行政財産使

用料を追加するものでございます。 

 ２目民生使用料644万6,000円を減額し、2,151万3,000円、内容につきましては説明資料

34ページ、35ページに記載のとおりでございます。 

 14ページを御覧願います。５目土木使用料375万円を追加し、7,186万2,000円、内容につ

きましては住宅使用料の補正でございます。 

 ６目教育使用料16万円を減額し、34万8,000円、内容につきましてはアイスアリーナ使用

料を減額するものでございます。 

 ２項手数料、２目衛生手数料40万円を減額し、788万4,000円、ごみ処理手数料を減額す

るものでございます。 
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 14款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金116万2,000円を追加し、１億

5,357万円、内容につきましては説明資料35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153万2,000円を追加し、3,578万4,000円、内容につきましては説

明資料46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144万1,000円を追加し、１億6,308万9,000円、

内容につきましては説明資料35ページ及び41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16万9,000円を追加し、１億4,327万8,000円、内容につきましては

説明資料36ページに記載のとおりでございます。 

 ３目衛生費国庫補助金327万3,000円を減額し、3,121万6,000円、内容につきましては説

明資料46ページに記載のとおりでございます。 

 ４目土木費国庫補助金372万2,000円を追加し、１億9,750万円、内容につきましては説明

資料56ページ、57ページに記載のとおりでございます。 

 ３項委託金、２目民生費委託金２万1,000円を減額し、136万8,000円、内容につきまして

は基礎年金等事務費交付金を減額するものでございます。 

 16ページを御覧願います。15款道支出金、１項道負担金、２目民生費道負担金57万円を

追加し、１億142万2,000円、内容につきましては説明資料35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９万5,000円を追加し、24万2,000円、内容につきましては未熟児養

育医療給付費道負担金を追加するものでございます。 

 ２項道補助金、１目総務費道補助金22万円を追加し、2,089万円、内容につきましては説

明資料36ページ及び40ページに記載のとおりでございます。 

 ２目民生費道補助金266万6,000円を追加し、1,238万4,000円、内容につきましては説明

資料36ページ及び43ページに記載のとおりでございます。 

 ５目農林水産業費道補助金1,481万円を減額し、１億9,210万7,000円、内容につきまして

は説明資料37ページ、51ページから54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21万円を減額し、1,523万9,000円、内容につきましては

説明資料42ページに記載のとおりでございます。 

 ３目農林水産業費委託金60万9,000円を追加し、1,346万5,000円、内容につきましては説

明資料50ページに記載のとおりでございます。 

 16款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入３万9,000円を追加し、5,362万

4,000円、内容につきましては土地建物貸付収入の追加及び教員住宅貸付収入の減額でござ

います。 

 17款１項寄附金、１目一般寄附金116万円を追加し、116万1,000円、一般寄附金を追加す

るものでございます。 

 18ページを御覧願います。２目指定寄附金108万円を追加し、１億3,683万1,000円、内容

につきましては説明資料44ページ、59ページに記載のとおり指定寄付金の追加並びに説明
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資料38ページに記載のとおりふるさとづくり寄附金を追加するものでございます。 

 18款繰入金、１項他会計繰入金、２目後期高齢者医療特別会計繰入金1,000円を減額し、

６万1,000円、内容につきましては後期高齢者医療特別会計繰入金を減額するものでござい

ます。 

 ２項１目基金繰入金２億1,434万5,000円を減額し、１億2,826万4,000円、内容につきま

しては財政調整基金繰入金及び公共施設整備基金繰入金の全額を減額するほか、事業費変

更に伴いふるさとづくり基金繰入金及び森林環境譲与税基金繰入金を減額するものでござ

います。 

 20款諸収入、４項受託事業収入、２目民生費受託事業収入66万4,000円を追加し、164万

6,000円、内容につきましては説明資料37ページに記載のとおりでございます。 

 ５項１目雑入411万8,000円を減額し、3,171万7,000円、内容につきましては北海道市町

村振興協会市町村交付金の追加、保育園職員給食費の減額、上浦幌児童クラブ利用料の減

額、防災行政無線移設補償料の減額でございます。 

 ２目過年度収入54万3,000円を追加し、612万3,000円、内容につきましては説明資料60ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 21款１項町債、１目総務債3,719万6,000円を減額し、１億2,285万4,000円、臨時財政対

策債の内容につきましては説明資料37ページに記載のとおりでございます。そのほか移

住・交流・若者の定住促進対策事業債を追加するものでございます。 

 ２目民生債130万円を減額し、4,530万円、介護事業運営補助事業債を減額するものでご

ざいます。 

 ３目衛生債200万円を減額し、700万円、医療費無料化事業債を減額するものでございま

す。 

 ４目労働債100万円を追加し、300万円、雇用促進事業補助事業債を追加するものでござ

います。 

 ５目農林水産業債530万円を減額し、990万円、模範牧場作業用機械購入事業債を減額す

るものでございます。 

 ６目土木債1,010万円を減額し、１億4,590万円、内容につきましては説明資料56ページ、

57ページに記載のほか、公営住宅建設事業債を減額するものでございます。 

 ７目消防債110万円を減額し、880万円、内容につきましては消防車両購入事業債を減額

するものでございます。 

 ８目教育債170万円を減額し、6,200万円、教職員住宅整備事業債の減額並びに学校給食

費補助事業債の減額でございます。 

 なお、これらはいずれも事業費確定に伴います補正でございます。 

 続きまして、20ページを御覧願います。３、歳出でございますが、初めに正職員及びフ

ルタイム会計年度任用職員の人件費の補正につきまし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、当初予算時に予定していた職員の未採用、年度途中における職員
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の退職、育児休業取得者の給与等確定、期末手当の支給月数変更、共済組合納付金、退職

手当組合負担金の確定に伴う補正などでございます。このたびの人件費の補正額は、一般

会計及び８特別会計合わせまして２節給料で1,557万7,000円の減額、３節職員手当等で

1,536万2,000円の減額、４節共済費で1,158万6,000円の減額、合計で4,252万5,000円の減

額となるものでございます。 

 １款１項１目議会費332万7,000円を減額し、7,954万7,000円、人件費の補正及び執行残

の減額でございます。 

 ２款総務費、１項総務管理費、一般管理費764万6,000円を減額し、２億9,626万4,000円、

人件費の補正及び執行残の減額でございます。 

 ２目情報化推進管理費1,176万3,000円を減額し、１億5,048万3,000円、通信運搬費追加

のほか、執行残の減額でございます。 

 22ページを御覧願います。３目文書広報費47万2,000円を追加し、783万3,000円、説明資

料38ページに記載のとおり印刷製本費を追加するほか、執行残の減額でございます。 

 ４目自動車管理費169万円を減額し、2,756万8,000円。 

 ５目財産管理費171万7,000円を減額し、3,724万2,000円。 

 いずれも執行残の減額でございます。 

 ６目財政調整等基金費9,110万3,000円を追加し、３億3,171万6,000円、財政調整基金積

立金の追加及び説明資料38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。 

 ７目企画費805万6,000円を減額し、１億4,103万1,000円、説明資料38ページに記載とお

り地域情報通信基盤設備の修繕料追加のほか、執行残の減額でございます。 

 24ページを御覧願います。８目支所費20万3,000円を減額し、2,173万9,000円、人件費の

補正でございます。 

 10目生活安全推進費434万7,000円を減額し、6,565万円、説明資料40ページに記載のほか、

執行残の減額でございます。 

 11目職員厚生費166万円を減額し、795万4,000円、執行残の減額でございます。 

 13目諸費37万1,000円を減額し、4,256万4,000円、説明資料40ページに記載のとおり、本

別浦幌生活維持路線バス運行補助負担金の追加のほか、会計年度任用職員報酬の追加及び

執行残の減額でございます。 

 14目ふるさとづくり寄附奨励費、説明資料41ページに記載のとおりふるさとづくり寄附

に関連する予算を補正するものでございます。 

 26ページを御覧願います。２項徴税費、１目税務総務費52万5,000円を減額し、2,745万

8,000円。 

 ２目賦課徴収費１万6,000円を減額し、1,357万1,000円。 

 これらは、人件費の補正及び執行残の減額でございます。 

 ３項１目戸籍住民登録費174万9,000円を減額し、2,462万5,000円、説明資料41ページに
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記載のとおり、住民基本台帳システム改修委託料追加のほか、人件費及び執行残の減額で

ございます。 

 ４項選挙費、１目選挙管理委員会費69万2,000円を減額し、974万4,000円。 

 ２目衆議院議員選挙費118万5,000円を減額し、708万8,000円。 

 これらは、執行残の減額でございます。 

 28ページを御覧願います。５項統計調査費、１目統計調査総務費19万円を減額し、1,741万

4,000円、人件費の補正でございます。 

 ２目指定統計調査費18万円を減額し、34万9,000円、説明資料42ページに記載のとおり指

導員、調査員報酬を減額するものでございます。 

 ６項１目監査委員費11万6,000円を減額し、210万6,000円、執行残の減額でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費239万2,000円を減額し、４億2,458万

円、説明資料42ページに記載のとおり地域活動支援センター事業負担金追加のほか、人件

費の補正、執行残の減額並びに国民健康保険事業特別会計繰出金を追加するものでござい

ます。 

 ２目国民年金事務費２万1,000円を減額し、78万9,000円。 

 ３目厚生委員費58万3,000円を減額し、241万4,000円。 

 ４目青少年健全育成費２万円を減額し、28万円。 

 ５目社会福祉施設費９万2,000円を減額し、213万4,000円。 

 これらは、いずれも執行残の減額でございます。 

 ６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費43万1,000円を減額し、820万6,000円、説

明資料43ページに記載のほか、執行残の減額でございます。 

 30ページを御覧願います。７目後期高齢者医療費98万8,000円を減額し、9,733万5,000円、

後期高齢者医療特別会計への繰出金を減額するものでございます。 

 ８目相談支援事業所運営費４万5,000円を減額し、３万円、執行残の減額でございます。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費61万8,000円を減額し、3,695万4,000円。 

 ２目児童措置費475万7,000円を減額し、１億４万1,000円。 

 これらは、人件費の補正及び執行残の減額でございます。 

 ３目認定こども園運営費803万7,000円を減額し、１億3,406万4,000円、説明資料44ペー

ジに記載のとおり消耗品費及び通園費補助金追加のほか、人件費の補正及び執行残の減額

でございます。 

 ４目へき地保育所運営費125万3,000円を減額し、2,779万円、人件費の補正及び通園費補

助金を追加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39万6,000円を減額し、3,545万4,000円、人件費の補

正及び執行残の減額でございます。 

 32ページを御覧願います。７目学童保育所費251万9,000円を減額し、2,114万円、説明資

料44ページに記載のほか、燃料費の追加及び執行残の減額でございます。 
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 ８目子育て支援センター費13万円を減額し、1,342万8,000円。 

 ９目認定こども園新築事業費113万3,000円を減額し、2,746万7,000円。 

 いずれも執行残の減額でございます。 

 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費389万5,000円を減額し、２億626万4,000円、説明

資料45ページに記載のとおり通所介護事業運営費補助金、通院等支援サービス事業扶助費

追加のほか、執行残及び介護保険特別会計繰出金を減額するものでございます。 

 ２目老人福祉施設費980万円を減額し、8,235万8,000円。 

 ３目老人ホーム費1,537万7,000円を減額し、２億299万4,000円。 

 これらは、いずれも人件費の補正及び執行残の減額でございます。 

 34ページ、御覧願います。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費1,248万

2,000円を減額し、２億4,177万円、人件費の補正及び執行残の減額並びに簡易水道特別会

計繰出金を減額するものでございます。 

 ２目予防費420万4,000円を減額し、7,357万7,000円、予防接種等に係る費用を補正する

ものでございます。なお、新型コロナウイルスワクチン接種に係る補正につきましては、

説明資料46ページに記載のとおりでございます。 

 ３目環境衛生費334万5,000円を減額し、3,971万6,000円、説明資料47ページに記載のほ

か、執行残及び個別排水処理特別会計繰出金を減額するものでございます。 

 36ページを御覧願います。５目医療対策費4,774万4,000円を減額し、6,114万1,000円、

説明資料47ページに記載のとおり帯広厚生病院運営費補助金追加のほか、執行残及び浦幌

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。 

 ６目子ども医療対策費150万円を減額し、1,467万9,000円、内容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。 

 ８目保健福祉センター管理費23万7,000円を減額し、1,780万9,000円、執行残の減額でご

ざいます。 

 ２項清掃費、１目塵芥処理費59万7,000円を減額し、8,271万8,000円、説明資料48ページ

に記載のほか、執行残の減額でございます。 

 ２目し尿処理費59万2,000円を追加し、420万9,000円、内容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。 

 ５款労働費、１項１目労働諸費134万円を減額し、2,188万2,000円、説明資料49ページに

記載のとおり雇用促進事業補助金追加のほか、執行残の減額でございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費38万円を減額し、2,650万4,000円、

人件費の補正及び執行残の減額でございます。 

 ２目農業総務費42万4,000円を減額し、4,332万5,000円、説明資料49ページに記載のほか、

人件費を減額するものでございます。 

 ３目農業振興費1,597万4,000円を減額し、１億1,720万1,000円、説明資料49ページから

59ページに記載のほか、執行残を減額するものでございます。 
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 38ページを御覧願います。４目農業団地センター管理費31万円を減額し、746万5,000円。 

 ５目畜産振興費608万7,000円を減額し、3,601万9,000円。 

 いずれも執行残の減額でございます。 

 ６目土地改良費434万6,000円を減額し、１億528万1,000円、説明資料52ページに記載の

ほか、執行残の減額でございます。 

 ８目道営土地改良事業費527万4,000円を減額し、3,767万1,000円、説明資料53ページか

ら54ページに記載のほか、執行残を減額するものでございます。 

 ９目地籍調査費16万5,000円を減額し、5,260万2,000円。 

 10目団体営土地改良事業費９万7,000円を減額し、146万4,000円。 

 いずれも執行残の減額でございます。 

 ２項林業費、１目林業総務費8,000円を追加し、2,608万6,000円。 

 ２目林業振興費695万6,000円を減額し、4,488万8,000円。 

 ４目うらほろ森林公園管理運営費80万円を減額し、4,679万9,000円。 

 これらは、いずれも人件費の補正及び執行残の減額でございます。 

 40ページ、御覧願います。３項水産業費、２目水産業振興費992万9,000円を減額し、

3,722万7,000円、内容につきましては説明資料54ページから55ページに記載のとおり秋サ

ケ不漁対策事業補助金、北海道赤潮対策緊急支援事業負担金の減額、ホッキ漁業に対する

赤潮対策事業交付金の追加のほか、執行残の減額でございます。 

 ７款１項商工費、１目商工振興費766万円を減額し、２億4,956万4,000円、説明資料56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追加のほか、執行残の減額

でございます。 

 ２目観光費547万5,000円を減額し、4,972万3,000円、執行残の減額でございます。 

 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費84万9,000円を減額し、3,639万2,000円、

人件費の補正及び執行残の減額でございます。 

 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費427万7,000円を減額し、9,606万5,000円、説明資

料56ページに記載のほか、人件費を補正するものでございます。 

 ２目道路維持事業費891万5,000円を追加し、9,703万5,000円、説明資料56ページに記載

のとおり除雪に要する費用を追加するほか、執行残を減額するものでございます。 

 42ページを御覧願います。３目道路建設補助事業費991万9,000円を減額し、２億3,018万

1,000円、説明資料57ページに記載のとおり道路建設補助事業に係る予算を減額するもので

ございます。 

 ３項河川費、１目河川管理費46万5,000円を減額し、3,862万9,000円、救急排水施設管理

委託料の追加及び執行残の減額でございます。 

 ４項都市計画費、１目都市計画総務費11万4,000円を減額し、11万5,000円、執行残の減

額でございます。 

 ２目公共下水道費112万8,000円を減額し、１億1,358万8,000円、公共下水道特別会計繰
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出金を減額するものでございます。 

 ３目公園緑地管理費49万6,000円を減額し、1,328万8,000円、執行残の減額でございます。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費164万4,000円を減額し、4,846万4,000円、説明資料58ペー

ジに記載のとおり町営住宅の電気温水器修繕に要する費用追加のほか、人件費の補正及び

執行残の減額でございます。 

 ２目町営住宅整備費885万円を減額し、9,345万円、執行残の減額でございます。 

 44ページを御覧願います。９款１項消防費、２目非常備消防費579万4,000円を減額し、

3,495万1,000円、執行残の減額でございます。 

 ３目災害対策費41万3,000円を減額し、4,853万1,000円、説明資料58ページに記載のほか、

執行残を減額するものでございます。 

 10款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費34万7,000円を減額し、218万7,000円。 

 ２目事務局費125万5,000円を減額し、5,313万4,000円。 

 人件費の補正及び執行残の減額でございます。 

 ２項小学校費、１目学校管理費123万5,000円を減額し、9,446万6,000円、執行残の減額

でございます。 

 46ページを御覧願います。２目教育振興費84万7,000円を減額し、1,543万2,000円。 

 ３目特別支援教育振興費80万9,000円を減額し、782万2,000円。 

 ４目簡易水泳プール管理費15万円を減額し、27万6,000円。 

 ５目学校保健費27万4,000円を減額し、238万4,000円。 

 これらは、いずれも執行残の減額でございます。 

 ３項中学校費、１目学校管理費115万5,000円を減額し、8,114万円。 

 ２目教育振興費626万7,000円を減額し、1,311万8,000円。 

 ３目特別支援教育振興費78万3,000円を減額し、89万9,000円。 

 ４目スクールバス管理費241万円を減額し、7,465万1,000円。 

 これらは、いずれも執行残の減額でございます。 

 48ページを御覧願います。４項社会教育費、１目社会教育総務費329万4,000円を減額し、

4,280万3,000円、人件費の補正及び執行残の減額でございます。 

 ２目公民館運営費93万8,000円を減額し、5,716万8,000円、説明資料58ページに記載のと

おり中央公民館及び吉野公民館の排煙窓修繕料、備品購入費追加のほか、執行残を減額す

るものでございます。 

 ４目高齢者学級開設費17万円を減額し、10万9,000円、執行残の減額でございます。 

 ７目図書館管理費165万4,000円を減額し、4,044万9,000円、説明資料59ページに記載の

とおり会計年度任用職員報酬及び図書購入費追加のほか、人件費の補正及び執行残の減額

でございます。 

 ５項保健体育費、１目社会体育総務費49万8,000円を追加し、1,205万9,000円、説明資料

59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追加のほか、執行残を減額する
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ものでございます。 

 50ページを御覧願います。２目社会体育施設費43万7,000円を減額し、１億973万3,000円、

執行残を減額するものでございます。 

 ３目給食センター管理費３万円を減額し、7,747万6,000円、説明資料60ページに記載の

とおり衛生用品購入に要する費用追加のほか、執行残を減額するものでございます。 

 11款災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧費、１目公共土木施設災害応急費40万円を

減額し、4,308万5,000円。 

 ２項農林水産施設災害復旧費、１目農業施設災害応急費18万円を減額し、2,402万円。 

 これらは、いずれも執行残の減額でございます。 

 13款諸支出金、１項１目過年度支出金54万3,000円を追加し、167万9,000円、内容につき

ましては説明資料60ページに記載のとおり経営体育成支援事業補助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。 

 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 ちょっとお聞きしたいのですが、33ページの老人ホーム費の中で需用費、賄

い材料費290万円減額ということになっております。290万円といったら相当なお金なので

すが、１食当たりの単価に人数掛けて、多分予算取っていると思うのですが、290万円とい

ったらすごい額なのですが、これはどういうことでこれだけの減額になったのかお聞きし

たいと。 

 それから次に、水産の関係で、40ページです。説明書54ページに秋サケ不漁対策事業と

いうことで746万円の減ということでございます。これについて理由は何も書いていないの

ですが、1,100万円要るよということでこれ補正してやっているのです。どうしてこういう

減額になるのかお聞きしたいのと、次の北海道赤潮対策緊急支援事業で300万円、これは関

係機関との協議の結果、今年度中の取組が困難ということで減額するということです。減

額するということは、新年度予算でのっているのか、また補正でやるのか、その辺をお聞

きしたいのと、次の赤潮対策事業でまたホッキ事業、漁業の関係です。漁業経営体に対し

て経営の支援をするということで、豊頃町と共に支援するということで135万円追加という

ことです。この辺について、今の北海道赤潮対策緊急事業もこれホッキ事業の、漁業の関

係だと書いてあるのです。この辺どう違うのか説明お願いしたい。 

 それから、この秋サケ漁の対策事業で、不漁だったということを聞いております。経営

者のほうに対してのいろいろなこういう支援とか、そういうものはやっておられるのだと

思うけれども、そこの従業員に対してどのようにしていくのかお聞きしたいと思うのです。

このコロナ禍でいろいろ給付金なりなんなりということで支援されているのですが、この

辺の従業員の絡み、どのようになっているのかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 ただいまの１点目の養護老人ホーム需用費、賄い材料費の290万円の

減額補正ということの内容につきましてご説明いたします。 

 当初予算で計上してございます単価につきましては、お一人１日約1,000円という形の計

算をしております。この1,000円を50名入所者に対し365日ということで当初予算を計上し

ているところなのですけれども、このたび290万円の減額となりますと、これを1,000円で

割ると2,900食、これを365で割りますと約8.9人、９名ばかり、これ当初見込んでいた入所

者数よりも少なかったということで、賄い材料費、今回の減額補正という形で計上させて

いただいたところです。 

 以上です。 

〇田村議長 産業課長。 

〇小川産業課長 水産振興費関係のご質問に対してお答えをさせていただきます。 

 まず、１点目の秋サケの不漁対策事業、これに対しての予算額1,100万円に対しまして、

実績として354万円となってございます。今回執行残として746万円を提案をさせていただ

いております。この事業におきましては、秋サケの漁場養殖の観点から、さけ・ます増殖

事業協会というものがございまして、そちらに対して各漁業者がそれぞれ毎年度漁獲、水

揚げ額に対しまして負担金を納入して、その納入額を増殖事業の経費として運用されてい

る団体がございます。近年の不漁の状況下におきまして、その漁業者が負担する負担金に

おきまして２％が今現在特別の負担金ということで増率されております。この事業につき

ましては、その２％の増率分に対して２％を追加で漁業者が負担を強いられると。それを

支援するために両町が１％ずつを支援する、そういった制度の内容になってございます。

その増殖協会に納入する部分につきましては水揚げ額に応じて負担するということになっ

ておりますので、今予算額1,100万円に対して354万円というものは今年の赤潮及びまた同

じような不漁の傾向、水揚げ額が大きく減少した、そのことによって２％の増率分に対す

る納入負担金も減少したと。そのことによりまして支援する金額が減額となりましたので、

今回こういった形の事業の実績としての減額の提案をさせていただいているという内容で

ございます。 

 ２点目の北海道の赤潮対策緊急支援事業、こちらにつきましてはもともと去年の赤潮の

関連から漁場の調査ですとか、国が用意した制度でございます。このものによりましては、

既存の国の事業でありました水産業の多面的機能発揮対策事業というものがございまし

て、それにおいて何がしかのそれぞれ団体が赤潮に対する資源の調査であったりとか、漁

場改善のための方策、そういったものを想定して各事業者、漁業者が活動したものに対し

ての補助金をあてがう、そういったものの内容でございました。今年の１月に提案をさせ

ていただいた時点では、これから始まりますホッキ漁、これに対して想定をして、ホッキ

漁に対する緊急支援事業の活動ができないかということで、漁業協同組合、関係機関及び

その制度の承認をいただく北海道ともいろいろと内容について調査をしてきたわけなので
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すけれども、今の大津漁協管内で行っている魚種、ホッキ漁、これに関しましては実際に

活動を行うに当たって計画上で採択になり得るような方策と実際にその活動を漁業者が行

えるのかというところをいろいろと実際の形を調査していったところ、年度内におきまし

てはそういった活動というものは非常に困難であるというふうな結論に達しましたので、

今年度の予算につきましては残念ながら全額減額ということで、今回提案をさせていただ

いております。新年度におきまして、この国の予算自体は昨年の11月に補正予算として、

令和４年度におきましても継続してその予算は採択を受けられるということになっており

ますので、新年度になりましてもそういった環境調査の手法を漁業者、漁業協同組合さん、

そちらと協議を進めていきまして、何がしかそういった活動ができるというような想定が

決まりましたならば、その時点において活動ができるとなれば、改めてその場面において

は補正予算の提案というものを今後考えていこうということにしてございます。 

 次、３点目の赤潮対策事業、ホッキ漁業者、こちらへの支援ということでございます。

先ほど申し上げましたとおり、先ほどの国の事業におきましてホッキ業者さんが対象とし

て考えておりましたので、それに対しての支援と考えておりましたが、その活動が当然で

きないということになります。その中において、ホッキ漁が進んでいく中においても死骸

が多く発生したり、形態がちょっと状況が悪いですとか、やはり他の魚種と同じように漁

獲量においても大きく減少していると、そういった状況が赤潮を起因とした何らかの海中

の異変がこれも継続しているという判断に至りましたので、これまで支援してきました魚

種と同様にホッキ漁についてもその支援というものは必要であろうということで、今回ご

提案をさせていただいております。 

 最後に、秋サケに対しての従業員、その方々への対応といいますか、支援、そういった

ものにつきましては、我々といたしましては秋サケの不漁対策事業というその中、もしく

はこれまでの赤潮の対策事業、そういった中での支援というものを各事業者の方々に行っ

ておりますので、その中でそれぞれの事業者の方々の雇用する従業員さん方への対応とい

うのはそれぞれで、お考えいただくべきものと考えておりますので、個々の乗組員の方々、

従業員の方々に対する支援、そういったものは各事業者の方がそれぞれで行っていただけ

ていると考えているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 分かりました。 

 今これ一応ホッキ漁ですか、の関係が出てきているのだけれども、いろいろカニだとか

シシャモだとかタコもやられているのですよね。その関係については、もう全然ないのか

どうか。このホッキ漁だけに対して支援をしているのか、その辺ちょっとお聞きしたいと

思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 



 － 47 － 

〇小川産業課長 今回提案させていただきましたのはホッキ漁になってございますけれど

も、去年の赤潮の発生時以来秋サケから始まりまして、シシャモ、ケガニ、タコ、ホッキ、

あとオキツブですか、そういったこれまで操業で影響を受けたという中の魚種につきまし

てはこれまで支援を行ってきているというところでございます。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 議案説明資料の36ページ、７の総務費道補助金というところで浦幌町防災ハ

ザードマップ改定業務についてということで、北海道地域づくり総合交付金の対象業務と

なったことから、追加補正するものですということですが、この防災ハザードマップにつ

いては以前から何度か確認させていただいておりますけれども、今いろいろな事情から先

送りされて、いまだ何か完成されていないというような経緯があるわけですが、その辺に

ついて説明お願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件でございますが、防災ハザードマップにつきましては今

年度策定するということで進めておりまして、３月中に完成する見込みとなっており３月

の行政区長発送の際に各家庭に全戸配布する予定としておりまして、その事業は今回北海

道のほうの地域づくり総合交付金の採択を受けて、補助をもらえることになったというこ

とで、今回歳入のほうのみ追加しているものでございますので、ご理解願います。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 もう一点、これも災害関係のことなのですけれども、これ恐らく総務費に該

当して、委託料に該当すると思うのですが、コロナの、私の一般質問の中でコロナに対す

るＢＣＰということについてお聞きしたときに今業務委託して、その辺の整備は進められ

ているというようなことをお答えいただいたと思うのですが、その辺についてはどのよう

になっているかお聞きしたいと思いますが。 

〇田村議長 河内議員、発言が議案に関係ないと認めますので、了解いただけますか。 

（何事か声あり） 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 今も同僚議員が北海道赤潮対策緊急事業の件とか質問しました。私も同感に思

います。この緊急支援事業ですか、今年度は減額されたということで、こちらのほうも新

年度に向かってやっぱり強く要望していただきたいなとも思います。今昨年の暮れから赤

潮が発生したときから漁業に携わる人あたりは肉体的、精神的、そして経済的にも大変な

思いをされているのかなと思いますので、ぜひ新年度に向かってこの支援事業を要請して

いただ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 今の北海道赤潮対策緊急支援事業の関係でございますけれども、せっか
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く国がいろんな要請活動の中で用意していただいた支援事業であるということは重々承知

をしてございまして、何とか漁業組合さんとも、あと漁業者とも相談しながら、この事業

の活用を模索はしていきたいと考えております。ただ、なかなかこの水産多面的機能発揮

対策事業自体がどちらかというとウニの死骸の除去ですとか稚ウニの増殖に対して、採択

がされやすいような事業の制度になっておりまして、今大津漁協管内で漁が行われている

対象魚種において、なかなかこの制度が活用しづらいというのも実際の声としてございま

す。その中においてもやっぱり活動自体は漁業者の皆さんに行っていただかなければこの

制度は使えないということもございますので、その中でも何がしか漁業者様のご協力いた

だけるようなものはこれからも引き続き関係機関と共に検討を重ねてまいりたいと考えて

います。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 除雪ということで、議案の中の41ページ、道路維持事業費というところでお

聞きいたします。 

 実はこの間雪降って、除雪をしていただいた町の中の件、ちょっと私ここ二、三日うろ

うろすることありまして、走ってみたら、その前に産建のほうで……いいですか。 

 今年の除雪についてということでありまして、そのときに細かいお願いをしたような気

がします。その中で、今回は特に雪の量とか、そんな感じの中で道幅が狭い、これは致し

方ないなと思うのですが、ただ、ここ何日間解け方が激しいということで、路肩の雪の、

歩きにくい状況になっているのです。だから、狭いところと広いところとか業者の方や何

かで違うと思うのですが、その辺ある程度ちょっと削るというのかな、そういうことして

いただけるといいなと私は見ていました。歩く人から、この頃自転車も乗っている方おら

れるので、車と擦れ違うときそういうところ行ったら滑るかなとか余計な心配します。 

 それと、私が前にしつこくお願いした交差点の角、あそこの部分に雪を盛ってある部分

が何か所か見受けられるのです。業者の方がそこまで、こうしていただきたいという要望

があるかどうか分からないのですが、やっぱり交差点、車、それから人が出入りする。警

戒はするのですけれども、この後やっていただけるのか、解けるのを待つのかと、その辺

ことについてちょっとお聞きしたい。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

 今まで５回ほど降雪があります。ご指摘の点について町民の皆様にはご不便をかけてい

るところと思われるのですが、道幅の部分につきましても１回目については通行ができる

ように交通の確保を優先して除雪を行っております。その後につきましてもできる範囲で

拡幅もしておりまして、実は本日もちょっと一部で車両も動いている中で、路面の整備も

行っている部分もありますので、気候等も考慮しながら対応してまいっているところでご

ざいます。 
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 あと、歩行者につきましても歩道を除雪しておりますので、部分的に、つながっていな

い歩道もありますけれども、一部車道を歩いていただく中で対応していただきたいなと思

います。 

 あと、交差点の雪につきましては、道道の交差点、町道の交差点等々ありますけれども、

それにつきましても、先ほどもお話ししましたが、降雪状況等踏まえて交差点部分の雪の

取り除き等今後に向けて検討したいと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 予算の少ない中大変申し訳ないなと思いつつ言いました。でも、今後も、や

っぱりその辺気を使っていただければ歩いている方、車同士の擦れ違いではいいのかなと

思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 答弁は要りませんか。 

（何事か声あり） 

〇田村議長 施設課長。 

〇早瀬施設課長 今後も３月はまた暖気が来て、湿った雪も降るかと思われますが、それ

についても十分皆さんの通行、車とか歩行者の部分についても配慮しながら対応してまい

りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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。 

 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、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時５６分  休憩 

午後 ３時１３分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 
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 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 

    ◎日程第１８ 議案第１１号 

〇田村議長 日程第18、議案第11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 それでは、議案書の51ページを御覧願います。あわせまして、議案説明

資料は61ページを御覧願います。議案第11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1,653万1,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ１億1,848万3,000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。 

 令和４年３月１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53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。 

 このたびの補正につきましては、間伐材売払収入の額の確定に伴う追加と造林事業及び

森林整備加速化・林業再生事業の確定に伴う道補助金の減額、造林事業工事請負費など事

業の確定に伴う減額並びに人件費の減額並びにそれに伴う基金繰入金を減額するものでご

ざいます。 

 議案書の54ページを御覧願います。２、歳入、１款道支出金、１項道補助金、１目造林

補助839万6,000円を減額し、6,989万1,000円、事業確定に伴う造林補助金、森林整備加速

化・林業再生事業補助金の減額でございます。 

 ２款財産収入、１項財産運用収入、２目利子及び配当金９万5,000円を減額し、5,000円、

基金利子見込額の減でございます。 

 ２項財産売払収入、２目素材売払収入1,017万9,000円を追加し、1,980万円、間伐材売払

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1,821万9,000円を減額し、839万2,000円、基金繰入金

の減額でございます。 

 55ページを御覧願います。３、歳出、１款１項１目財産管理費72万2,000円を減額し、

1,644万円、人事院勧告に伴う職員手当等の減額、未執行による旅費の減額、事業確定によ

る委託料、使用料及び賃借料の減額、基金利子見込額の減に伴う積立金の減額でございま

す。 
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 ２款１項財産造成費、１目造林費1,580万9,000円を減額し、9,432万6,000円、造林事業

確定に伴います事業費、委託料、工事請負費、原材料費の減額でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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） 

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１２号 

〇田村議長 日程第19、議案第12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 別冊議案書56ページをお開き願います。あわせまして、説明資料は62ペ

ージから63ページを御覧願います。議案第12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106万8,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ６億7,094万6,000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。 

 令和４年３月１日提出、浦幌町長。 

 57ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに58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。 

 59ページを御覧願います。２、歳入、１款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民

健康保険税1,155万円を減額し、１億8,125万円、内容は説明資料記載のとおり、現年度課

税分につきましては令和３年度の賦課決定に伴い当初予算の課税額と比較し、基準総所得
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金額の減額により減額補正し、各滞納繰越分につきましては実績に基づき減額及び追加補

正するものでございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫補助金、１目災害臨時特例補助金12万3,000円を追加し、12万

4,000円、内容は説明資料記載のとおり新型コロナウイルスの影響に伴う保険税減免につい

て国庫補助金の内示により追加補正するものでございます。 

 ３款道支出金、１項道補助金、１目保険給付費等交付金134万円を追加し、４億207万

9,000円、内容は説明資料記載のとおり保険給付費について事業実績の増加に伴う普通交付

金の追加補正と保健予防等によって交付される特別交付金の減額に伴い減額補正するもの

でございます。 

 続きまして、60ページをお開き願います。５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会

計繰入金118万6,000円を追加し、6,661万3,000円、内容は説明資料記載のとおり、主な理

由としては軽減措置対象世帯が当初見込みより多かったことから、保険基盤安定繰入金が

増額となったことに伴う追加補正及び人件費等に係る減額補正を行うものでございます。 

 ２項１目基金繰入金996万9,000円を追加し、1,138万8,000円、内容は保険給付費等の増

額により国民健康保険事業基金繰入金を追加補正するものでございます。 

 続きまして、61ページを御覧願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目

一般管理費65万円を減額し、2,758万9,000円、内容は人件費等の減額補正でございます。 

 ２款１項保険給付費、１目療養費235万円を追加し、３億2,955万1,000円、内容は説明資

料記載のとおり、主な理由は保険給付費の増額に伴う療養給付費負担金の追加補正でござ

います。 

 ２目高額療養費９万5,000円を減額し、3,800万7,000円、内容は説明資料記載のとおり高

額介護合算療養費負担金の減額補正でございます。 

 ６款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費26万2,000円を減額し、665万1,000円、

内容は旅費の減額補正でございます。 

 続きまして、62ページをお開き願います。２項保健事業費、１目保健衛生普及費27万

5,000円を減額し、725万4,000円、内容は健康マイレージ事業が行政ポイント事業に統一さ

れたことに伴う未執行並びに消耗品費及び印刷製本費の執行残による減額補正でございま

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12号を採決いたします。 
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 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２０ 議案第１３号 

〇田村議長 日程第20、議案第13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 別冊議案書63ページをお開き願います。あわせまして、説明資料は64ペ

ージを御覧願います。議案第13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113万円を減額し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ9,088万5,000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４年３月１日提出、浦幌町長。 

 64ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに65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。 

 66ページをお開き願います。２、歳入、１款１項１目後期高齢者医療保険料14万1,000円

を減額し、5,766万2,000円、内容は説明資料記載のとおり現年度分につきましては被保険

者数の減少及び当初予算と比較して被保険者の所得が減少したことにより減額補正し、滞

納繰越分につきましては納付見込額を追加補正するものでございます。 

 ２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金98万8,000円を減額し、3,302万

4,000円、内容は説明資料記載のとおり後期高齢者医療保険基盤安定負担金が交付決定され

たこと及び人件費等に係る減額補正を行うものでございます。 

 ３款１項１目繰越金1,000円を減額し、８万7,000円、前年度繰越金の確定による減額補

正でございます。 

 続きまして、67ページを御覧願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目

一般管理費35万8,000円を減額し、556万8,000円、内容は人件費等の減額補正でございます。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金77万1,000円を減額し、8,439万5,000円、内

容は説明資料記載のとおり保険料の減額及び保険基盤安定負担金の減額確定により後期高

齢者医療広域連合納付金を減額補正するものでございます。 
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 ３款諸支出金、２項繰出金、１目他会計繰出金1,000円を減額し、６万1,000円、一般会

計繰出金の確定により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２１ 議案第１４号 

〇田村議長 日程第21、議案第14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 別冊議案書68ページをお開き願います。あわせまして、説明資料は65ペ

ージから66ページを御覧願います。議案第14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667万4,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ６億9,838万8,000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４年３月１日提出、浦幌町長。 

 69ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに70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。 

 71ページを御覧願います。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14万7,000円を追加し、１億788万5,000円、内容は説明資料記載のとおり現年度分並び

に滞納繰越分の納付見込額の増加に伴う追加補正でございます。 

 ２款国庫支出金、２項国庫補助金、１目調整交付金110万4,000円を減額し、4,964万
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3,000円、主な理由として普通調整交付金算定に係る保険給付費の減額に伴う減額補正でご

ざいます。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金134万9,000円を減額し、１億3,006万

5,000円、主な理由としては人件費等に係る減額補正でございます。 

 ２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金436万8,000円を減額し、282万1,000円、保

険給付費等の事業実績に伴い介護給付費準備基金繰入金を減額補正するものでございま

す。 

 続きまして、72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56万3,000円を減額し、1,750万4,000円、主な理由としては人件費等に係る減

額補正でございます。 

 ３項介護認定審査会費、２目認定調査費４万7,000円を減額し、193万8,000円、旅費の未

執行による減額補正でございます。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス等給付費1,400万円を

追加し、１億6,935万1,000円、内容は説明資料記載のとおり事業実績の増加に伴い追加補

正するものでございます。 

 ２目居宅介護サービス等計画給付費270万円を追加し、2,139万5,000円、内容は説明資料

記載のとおり事業実績の増加に伴い追加補正するものでございます。 

 ３目地域密着型介護サービス等給付費400万円を減額し、１億1,655万2,000円、内容は説

明資料記載のとおり事業実績の減少に伴い減額補正するものでございます。 

 続きまして、73ページを御覧願います。４目施設介護サービス等給付費1,000万円を減額

し、２億4,855万5,000円、内容は説明資料記載のとおり事業実績の減少に伴い減額補正す

るものでございます。 

 ５目福祉用具購入費40万円を減額し、138万2,000円、内容は説明資料記載のとおり事業

実績の減少に伴い減額補正するものでございます。 

 ６目住宅改修費40万円を減額し、297万3,000円、内容は説明資料記載のとおり事業実績

の減少に伴い減額補正するものでございます。 

 ７目審査支払手数料10万円を追加し、46万3,000円、内容は説明資料記載のとおり事業件

数の増加に伴い追加補正するものでございます。 

 ２項１目高額介護サービス等費66万円を追加し、1,562万4,000円、内容は説明資料記載

のとおり事業実績の増加に伴い追加補正するものでございます。 

 ４項１目特定入所者介護サービス等費12万円を追加し、3,340万2,000円、内容は説明資

料記載のとおり事業実績の増加に伴い追加補正するものでございます。 

 続きまして、74ページをお開き願います。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64万円を減額し、1,062万

8,000円、事業実績の減少に伴い減額補正するものでございます。 

 ２目一般介護予防事業費105万5,000円を減額し、747万5,000円、事業実績の減少に伴い



 － 56 － 

減額補正するものでございます。 

 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415万9,000円を減額し、

1,516万4,000円、執行残による減額補正でございます。 

 続きまして、75ページを御覧願います。２目在宅医療・介護連携推進事業費10万5,000円

を減額し、ゼロ円、未執行による減額補正でございます。 

 ３目認知症総合支援事業費16万円を減額し、531万5,000円、執行残による減額補正でご

ざいます。 

 ４目生活支援体制整備事業費３万円を減額し、759万円、執行残による減額補正でござい

ます。 

 ３項任意事業費、２目家族介護支援事業費171万5,000円を減額し、145万8,000円、執行

残による減額補正でございます。 

 ３目その他任意事業費98万円を減額し、47万3,000円、執行残による減額補正でございま

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２２ 議案第１５号 

〇田村議長 日程第22、議案第15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。 

 町立診療所事務長。 

〇鈴木診療所事務長 別冊の補正予算書76ページをお開き願います。あわせまして、説明

資料67、68ページを御覧願います。議案第15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６回）は次に定めるところに

よる。 
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 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,445万3,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ３億2,992万8,000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。 

 （地方債） 

 第２条 地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

 令和４年３月１日提出、浦幌町長。 

 次のページを御覧願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては、説明を省略さ

せていただきます。 

 78ページをお開き願います。第２表、地方債補正。変更でございます。起債の目的、浦

幌町立診療所医療機器更新事業、補正前限度額3,890万円、補正後限度額3,710万円、内容

につきましては医療機器更新事業、補正前限度額3,500万円、補正後限度額3,460万円、病

室機器設備事業、補正前限度額390万円、補正後限度額250万円、事業費確定による減額で

ございます。計、補正前限度額3,890万円、補正後限度額3,710万円。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。 

 79ページを御覧願います。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。 

 80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4,684万4,000円を減額し、4,829万6,000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2,380万1,000円を追加し、２億3,007万6,000円、保

険診療及び健康診査収入の診療報酬増収見込みによる追加補正でございます。 

 ４款１項町債、１目浦幌町立診療所医療機器更新事業債180万円を減額し、3,710万円、

事業費確定による補正減でございます。 

 ５款国庫支出金、１項国庫補助金、２目発熱外来診療体制確保支援補助金39万円を追加

し、39万円、説明資料に記載のとおり令和２年度に交付された新型コロナウイルス感染症

の発熱外来診療体制確保に伴う支援補助金の繰越し分を追加補正するものでございます。 

 81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22万4,000円

を減額し、5,429万6,000円、経年劣化により故障した地下水受水槽室用排気ファン交換に

要する経費、職員増によるロッカー等の備品購入費及び消費税中間申告額の不足分の追加

と運営実績による更正減でございます。 

 ２目医業費2,422万9,000円を減額し、２億6,780万9,000円、説明資料68ページに記載の

とおり新型コロナワクチン接種事業の確定に伴う執行残及び人員補充を予定していた看護

師等の人件費のほか、事業費確定による放射線検査委託料と備品購入費などの更正減と電

流型低周波治療器等の修理に要する経費、新型コロナウイルス感染症拡大に伴うＰＣＲ検
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査業務及び入院患者増加による給食業務委託料等を追加するものでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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。 

 

    ◎日程第２３ 議案第１６号 

〇田村議長 日程第23、議案第16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83ページを御覧願います。あわせまして、説明資料69ペ

ージをお開き願います。議案第16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1,335万2,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ２億697万5,000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。 

 （地方債） 

 第２条 地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

 令和４年３月１日提出、浦幌町長。 

 84ページを御覧願います。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。 

 85ページを御覧願います。第２表、地方債補正。変更でございます。起債の目的、下水

道事業、補正前限度額2,000万円、補正後限度額1,590万円、内容としましては公共下水道

事業、補正前限度額2,000万円、補正後限度額1,590万円。計、補正前限度額2,000万円、補

正後限度額1,590万円でございます。なお、補正後の起債の方法、利率、償還の方法につき
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ましては変更はございません。 

 86ページを御覧願います。歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括につきましては、

説明を省略させていただきます。 

 87ページを御覧願います。このたびの補正につきましては、公共下水道改築事業等の確

定による歳入及び歳出について補正をするものでございます。 

 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435万4,000円を

減額し、5,751万1,000円、１節、公共下水道使用料現年度分468万円の更正減でございます。

２節、公共下水道使用料滞納繰越分32万6,000円の追加補正でございます。 

 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377万円を減額し、1,573万

円、内容につきましては説明資料69ページに記載のとおりでございます。 

 ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金112万8,000円を減額し、１億1,358万

8,000円、一般会計からの繰入金の減額補正でございます。 

 ８款１項町債、１目公共下水道事業債410万円を減額し、1,590万円、公共下水道事業債

の確定による減額補正でございます。 

 88ページを御覧願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費89万

7,000円を減額し、218万7,000円、内容につきましては消費税納付額確定による公課費ほか

に関わる減額補正でございます。 

 ２項施設管理費、１目管渠管理費35万5,000円を減額し、763万3,000円、内容につきまし

ては執行残による減額補正でございます。 

 ２目処理場管理費164万1,000円を減額し、3,994万円、内容につきましては執行残による

減額補正でございます。 

 ２款事業費、１項１目下水道建設費1,045万9,000円を減額し、4,732万6,000円、内容に

つきましては説明資料69ページに記載のほか、執行残による減額補正でございます。 

 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。 
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    ◎日程第２４ 議案第１７号 

〇田村議長 日程第24、議案第17号 令和３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。 

〇早瀬施設課長 別冊の補正予算書90ページを御覧願います。議案第17号 令和３年度浦

幌町個別排水処理特別会計補正予算。 

 令和３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216万9,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ5,628万5,000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４年３月１日提出、浦幌町長。 

 91ページを御覧願います。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。 

 92ページを御覧願います。歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括につきましては、

説明を省略させていただきます。 

 93ページを御覧願います。このたびの補正につきましては、保守業務委託料、事業費等

確定による歳入及び歳出について補正をするものでございます。 

 ２、歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目個別排水処理分担金36万円を追加

し、50万円、個別排水処理受益者分担金に要する費用を追加するものでございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目排水処理施設使用料42万3,000円を減額し、

1,222万7,000円、排水処理施設使用料現年度分における減額補正でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金235万2,000円を減額し、3,238万

2,000円、一般会計からの繰入金の減額補正でございます。 

 ６款諸収入、３項１目雑入24万6,000円を追加し、24万8,000円、消費税還付に要する費

用を追加するものでございます。 

 94ページを御覧願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費83万

4,000円を減額し、21万1,000円、内容につきましては消費税納付額確定による公課費ほか

に関わる減額補正でございます。 

 ２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費133万5,000円を減額し、2,652万6,000円、

内容につきましては人件費の補正及び執行残による減額補正でございます。 

 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２５ 議案第１８号 

〇田村議長 日程第25、議案第18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95ページを御覧願います。あわせまして、説明資料70ペ

ージをお開き願います。議案第18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2,879万4,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ４億5,801万8,000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４年３月１日提出、浦幌町長。 

 96ページを御覧願います。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。 

 97ページを御覧願います。歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括につきましては、

説明を省略させていただきます。 

 98ページを御覧願います。このたびの補正につきましては、簡易水道基幹改良事業等の

確定による歳入及び歳出について補正をするものでございます。 

 ２、歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目簡易水道費負担金1,539万8,000円

を減額し、1,130万2,000円、内容につきましては水道管移設工事負担金の確定による減額

補正でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料891万3,000円を減額し、１億4,941万

4,000円、１節、水道使用料現年度分921万円の更正減でございます。２節、水道使用料滞



 － 62 － 

納繰越分29万7,000円の追加補正でございます。 

 ２項手数料、１目簡易水道手数料10万円を追加し、20万円、水道工事設計審査件数の増

に要する費用を追加するものでございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金489万4,000円を減額し、１億7,575万

2,000円、一般会計からの繰入金の減額補正でございます。 

 ６款諸収入、２項１目雑入31万1,000円を追加し、31万3,000円、スクラップ控除等に要

する費用を追加するものでございます。 

 99ページを御覧願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費56万

2,000円を追加し、3,664万9,000円、内容につきましては人件費の補正及び執行残による減

額補正でございます。 

 ２目施設管理費106万2,000円を減額し、7,518万3,000円、内容につきましては説明資料

70ページに記載のほか、執行残による減額補正でございます。 

 ２款１項事業費、１目給水事業費2,829万4,000円を減額し、１億4,746万6,000円、内容

につきましては執行残による減額補正でございます。 

 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２６ 同意第１号 

〇田村議長 日程第26、同意第１号 浦幌町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき

同意を求めること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。 

町長。 

〇水澤町長 同意１号 浦幌町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求める

ことについて。 

 浦幌町固定資産評価審査委員会委員、髙橋廣幸は、令和４年５月10日をもって任期満了

となるので、浦幌町固定資産評価審査委員会の委員に次の者を選任することについて、地



 － 63 － 

方税法第423条第３項の規定により議会の同意を求める。 

 令和４年３月１日提出、浦幌町長。 

 記、中山晴彦氏、生年月日、住所、職業につきましては記載のとおりであります。 

 中山晴彦氏につきましては、固定資産評価に対する知識、造詣が深いことから、町民の

財産であるところの資産評価への信頼を維持するためにも委員に選任していただきたく、

同意を求めるものでありますので、議員各位の同意を賜りますようお願い申し上げます。

なお、任期につきましては令和４年５月11日から令和７年５月10日までであります。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、これより質疑、討論を省略し、採決を行います。 

 本件は、これに同意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、同意第１号は原案のとおり同意することに決定をいたしました。 

 

    ◎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。 

 お諮りをいたします。議事の都合により、明日から３月７日までの６日間を休会とし、

３月８日に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３月７日までの６日間は休会とし、３月８日に会議を開くことに決定

をいたしました。 

 なお、会議の再開時間は午前10時といたします。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 ４時０４分 


