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平成２６年第２回浦幌町議会臨時会 
 
平成２６年 ５月 ９日（金曜日） 
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 日程第 ４ 諸般の報告（議長） 
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 日程第 ９ 議案第３４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１０ 議案第３５号 財産の取得について 
 日程第１１ 議案第３６号 平成２６年度浦幌町一般会計補正予算 
 
○出席議員（１２名） 
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     会計管理者   小 路 谷  守  昌 
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開会 午前１０時００分 
     ◎開会の宣告 
○田村議長 ただいまの出席議員は、12 名です。 
 定足数に達しておりますので、本日をもって招集されました平成 26 年第２回浦幌町議

会臨時会を開会いたします。 
 
     ◎開議の宣告 
○田村議長 直ちに本日の会議を開きます。 
 議事については、配付しております日程表により進めますので、よろしくお願いいたし

ます。 
 
     ◎日程第１ 議会運営委員長報告 
○田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 
 杉江委員長。 
○杉江議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。 
 平成 26 年第２回浦幌町議会臨時会の運営について、去る５月２日、午前９時より委員

全員及び正副議長出席のもと、提出される議案について理事者より説明を受け、協議をい

たしましたので報告いたします。 
 本臨時会は、諸般の報告、行政報告に続いて、承認２件、一般議案３件、平成 26 年度

一般会計補正予算１件であります。 
 以上を踏まえ、会期は本日１日でお願いをいたします。 
 次に、議事録署名議員につきましては、順番に指名されるよう議長に申し入れておりま

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

ようお願い申し上げまして、議会運営委員長報告といたします。 
○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 
○田村議長 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 
 今期、会議録の署名議員は、会議規則第 125 条の規定により、２番、差間正樹議員、３

番、安藤忠司議員を指名いたします。 
 
     ◎日程第３ 会期の決定 
○田村議長 日程第３、会期の決定を議題といたします。 
 お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日にいたしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 
○田村議長 異議なしと認めます。 
 よって、会期は本日１日と決定いたしました。 
 
     ◎日程第４ 諸般の報告 
○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。 
○前田議会事務局長 報告いたします。 
 今期、議会の説明員につきましては、平成 26 年４月 25 日付で町長並びに教育委員会委

員長、農業委員会会長、代表監査委員に出席の要求をいたしております。 
 次に、平成 26 年３月 19 日から平成 26 年５月８日まで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、ごらんおきを願います。 
 次に、平成 26 年３月 19 日開会の第１回町議会定例会で可決されました、「要支援者へ

の介護予防給付の従来通りの継続」「特別養護老人ホームへの入居を要介護３以上に限定せ

ず従来通りとすること」「利用者負担増の中止」を求める意見書、所得税法第 56 条及び関

連条項の見直しを求める意見書、ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る要望意見書、特定秘密

保護法の廃止を求める意見書につきましては、同日付で衆参両院議長、内閣総理大臣、並

びに関係各大臣に提出をいたしております。 
 以上で、報告を終わります。 
○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 
○田村議長 日程第５、行政報告を許します。 
 町長。 
○水澤町長 行政報告をさせていただきます。 
 平成 26 年３月 19 日から平成 26 年５月８日までの町長等の動静につきましては、お手

元に配付のとおりでありますのでごらんおきを願いたいと思います。 
 ２の建設工事入札結果につきましては、南町団地敷地内排水整備工事ほか７件でありま

す。 
 ３の委託業務入札結果につきましては、救急内水浦幌地区基地管理委託業務ほか 21 件

であります。 
 ４の物品購入入札結果につきましては、住宅修繕専用車ほか１件であります。 
 ５のその他につきまして、地域公共交通調査事業の実施結果について報告させていただ

きます。 
 本町では平成 24 年度に浦幌町・北海道運輸局帯広運輸支局・北海道・関係する交通事

業者・学識経験者・町民の代表者などで構成する浦幌町生活交通ネットワーク計画協議会

を設置し、本町における望ましい公共交通体系のあり方について検討を進めてきました。 
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 昨年度は、国の地域公共交通確保維持改善事業費補助金の交付決定を受け、既存のＪＲ

や患者輸送路線バス等の公共交通体系の現状分析、公共交通に関する町民ニーズの把握を

目的としたアンケート調査、新たな公共交通体系の路線設定や運行時間等の妥当性検証や

利用者の意見を反映させることを目的とした実証調査運行などを実施しました。 
 アンケート調査は、昨年９月に実施し、15 歳以上の全町民を対象とし、4,704 票を配布

し、1,377 票を回収し、回収率は 29.3％でした。調査結果としては、回答者全体の約８割

が自由に運転できる自動車を保有している状況であり、約９割が「バスは利用しない」と

回答しています。バス交通の問題点としては、「便数が少ない」や「時刻が合わない」、「路

線がない」等の不満が多いものの、それら不満が解消された場合、約４割が利用すると回

答しており、今後のバスの必要性についても、約７割が必要と回答しています。 
 実証調査運行は、昨年 10 月 21 日から 11 月 20 日までと、２月 10 日から３月８日まで

の各１か月間、本町の市街地域を運行する市街地循環バスと郊外部における予約運行型乗

合バスの２種類の運行形態により実施しました。市街地循環バスの利用者数は、１回目は

138 人、2 回目は 303 人でした。予約運行型乗合バスの利用者数は、１回目は 29 人、2 回

目は 28 人でした。また、２回目の実証調査運行では、留真温泉行きの路線も設定し、利

用者数は 171 人でありました。 
 この実証調査運行は当初、１回目を無償、２回目を有償で行う予定でした。ただ、市街

地循環バスにおいて、１回目の利用者数は低迷したものの、期間の最終週に利用者数が増

加しており、啓蒙啓発、口コミなどによる利用者増も推察されたことから、更なる定着性

を検証するため、２回目も無償で実施しました。また、１回目の結果を受け、路線や運行

時刻なども改善したことにより、利用者数は倍増以上となりました。 
 本町としては、平成 25 年度の調査結果を踏まえ、コミュニティバス導入の可否判断を

行う予定でしたが、判断材料が十分に得られていないと考え、本年度、有償による３カ月

間の実証調査運行を実施した後、本格導入するかどうかを判断することとし、本臨時会に

本件に係る補正予算を上程していますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
 以上、地域公共交通調査事業の実施結果についての報告といたします。 
 次に、町内で発生しました火災について報告いたします。 
 出火場所は、浦幌町字愛牛 130 番地７、罹災者につきましては、記載のとおりでありま

す。覚知時刻は４月 20 日午前 11 時 24 分、鎮火時刻４月 20 日、午前 12 時 43 分であり

ます。出火箇所につきましては、罹災者所有敷地内であります。出火原因は、ゴミ焼きの

火が敷地内の枯草に着火し車庫に延焼したものであります。焼損状況につきましては、耐

火造車庫１棟半焼、車庫焼損面積は 69.10 平方メートル、空地焼損面積は 208.80 平方メ

ートルであります。損害額につきましては、現在調査中であります。 
 消防活動状況につきましては、浦幌消防署、車両５台、人員 13 名、浦幌消防団、車両

３台、人員 16 名、団本部５名、第２分団 11 名、合計、車両８台、人員 29 名の出動であ

ります。 
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 以上、火災についての報告とさせていただきます。 
 以上で行政報告を終わります。 
○田村議長 次に、教育委員長。 
○松田教育委員長 厚内小学校暖房用灯油タンクからの灯油盗難について報告いたします。 
 厚内小学校暖房用灯油タンクについては、職員室など校内の補助用暖房として校舎東側

屋外と体育館側屋外に 490 リットルタンク２基を設置しておりますが、このうち校舎東側

屋外の灯油タンクからの盗難事案が発生いたしました。 
 ４月７日に公務補が校舎の巡回をした際、灯油タンクのゲージが下がっていることに気

づき、学校長が現場を確認したところ、灯油タンク付近の地面に灯油臭のシミ痕を発見し

たため、池田警察署に通報し、教育委員会とともに現地調査を行い、約 400 リットルの灯

油が抜き取られたことを確認いたしまた。 
 灯油盗難につきましては、浦幌中学校屋内体育館暖房用灯油タンクからの盗難事案を受

け、厚内小学校の屋外灯油タンクについても盗難防止対策として給油口盗難防止器具等の

設置を進めていたところであります。 
 しかし、下部ストレーナカバー用盗難防止器具は、灯油タンクが古くて既製品では合わ

ず、業者に特別注文していたため、盗難事案発生時には設置できておりませんでした。 
 なお、現在は、設置を終えているところであります。 
 以上、厚内小学校暖房用灯油タンクからの灯油盗難についての報告といたします。 
○田村議長 これで行政報告を終わります。 
 
     ◎日程第６ 承認第３号 
○田村議長 日程第６、承認第３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。 
○鈴木総務課長 承認第３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、平成 25 年度浦幌町一般会計補正予算につい

て、次のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求め

る。 
 平成 26 年５月９日提出、浦幌町長。 
 次のページをお開き願います。 
 専決処分書。 
 地方自治法第 179 条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 
 平成 26 年３月 26 日、浦幌町長。 
 記、平成 25 年度浦幌町一般会計補正予算、別紙のとおり。 
 次の別紙をごらんおき願います。 
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 平成 25 年度浦幌町一般会計補正予算。 
 平成 25 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から歳入歳出それぞれ 1,430 万円を減額し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ 75 億 489 万 3,000 円とする。 
 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。 
 （繰越明許費） 
 第２条 繰越明許費の変更は「第２表 繰越明許費補正」による。 
 （地方債） 
 第３条 地方債の変更は「第３表 地方債補正」による。 
 本補正の内容につきましては、役場庁舎耐震防災事業における入札執行による額の確定

に伴います繰越明許費の補正、また模範牧場施設整備費事業及び役場庁舎耐震防災事業に

おきます地方債の確定に伴います地方債補正の内容となるものでございます。 
 次のページをお開き願います。 
 第１表歳入歳出予算補正につきましては、省略させていただきます。 
 次のページに移りまして、第２表、繰越明許費補正、変更でございます。 
 ２款総務費、１項総務管理費、補正前、事業名、役場庁舎耐震・防災改修事業、金額６

億 8,870 万円が補正後におきまして、事業名は同一でございます。金額６億 6,992 万 4,000
円となるものでございます。 
 第３表、地方債補正、変更でございます。 
 記載の目的、過疎対策事業、補正前限度額３億 940 万円、模範牧場施設整備事業、同じ

く補正前限度額 9,240 万円が過疎対策事業では、補正後でおきましては、３億 1,390 万円

で、そのうち模範牧場施設整備事業におきまして 9,690 万円となるものでございます。 
 次に、起債の目的、緊急防災・減災事業におきましては、役場庁舎耐震・防災改修事業

の関連でございます。補正前限度額 12 億 5,860 万円が補正後におきましては、12 億 3,980
万円となるもので、役場庁舎耐震・防災改修事業で、補正前７億 1,870 万円が補正後にお

きまして、６億 9,990 万円となるものでございます。 
 地方債の合計、補正前限度額18億5,302万6,000円が補正後におきましては、18億3,872
万 6,000 円となるものでございます。 
 なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、いずれも補正前の内容と同じで

ございます。 
 次のページをお開き願います。 
 歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括につきましては省略させていただきます。 
 次のページに移りまして、２、歳入、20 款１項町債、１目総務債 1,880 万円を減額し、

９億 5,402 万 6,000 円は、1 節総務債におきます役場庁舎耐震・防災改修事業債の更正減
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でございます。 
 ４目農林水産業債 450 万円を追加し、１億 2,410 万円、１節農業債におきます模範牧場

施設整備事業債の追加の内容でございます。 
 ３、歳出、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費 1,877 万 6,000 円を減額し、

12 億 9,533 万 6,000 円は、13 節委託料におきまして、工事監理委託料の執行に伴います

確定によります 78 万 8,000 円の更正減、15 節工事請負費 1,798 万 8,000 円の更正減につ

きましても同様の内容でございます。 
 ６目財政調整等基金費 447 万 6,000 円を追加し、３億 1,299 万 9,000 円は、25 節積立

金におきます財政調整基金積立金の内容となるものでございます。 
 以上で、専決処分にかかわります補正予算の内容について説明を終わらせていただきま

すので、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 
○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〕 
○田村議長 質疑なしと認めます。 
 これより討論を行います。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○田村議長 討論なしと認めます。 
 これより承認第３号を採決いたします。 
 本件を承認することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 
○田村議長 起立全員であります。 
 よって本件は承認することに決定をいたしました。 
 
     ◎日程第７ 承認第４号 
○田村議長 日程第７、承認第４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。 
○鈴木総務課長 承認第４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、平成 25 年度浦幌町一般会計補正予算につい

て、次のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求め

る。 
 平成 26 年５月９日提出、浦幌町長。 
 次のページをお開き願います。 
 専決処分書。 
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 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する。 
 平成 26 年３月 31 日、浦幌町長。 
 記、平成 25 年度浦幌町一般会計補正予算、別紙のとおり。 
 次の別紙をごらんおき願います。 
 平成 25 年度浦幌町一般会計補正予算。 
 平成 25 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に歳入歳出それぞれ 300 万円を追加し、歳入歳出の総額を

歳入歳出それぞれ 75 億 789 万 3,000 円とする。 
 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。 
 本補正の内容につきましては、ふるさとづくり寄附金の増に伴います追加補正となるも

のでございます。次のページをお開き願います。 
 第１表歳入歳出予算補正につきましては、省略させていただきます。 
 また次のページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１総括につきましても省略させてい

ただきます。次のページをごらんおき願います。 
 ２、歳入、16 款１項寄附金、２目指定寄附金 300 万円を追加し、2,906 万 1,000 円は、

２節ふるさとづくり寄附金におけます 300 万円の追加の内容となるものでございます。 
 ３、歳出、２款総務費、１項総務管理費、６目財政調整等基金費 300 万円を追加し、３

億 1,599 万 9,000 円は、25 節積立金におきますふるさとづくり基金積立金の内容となるも

のでございます。 
 以上で、専決処分にかかります補正予算の内容につきまして、説明を終わらせていただ

きますので、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 
○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〕 
○田村議長 質疑なしと認めます。 
 これより討論を行います。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○田村議長 討論なしと認めます。 
 これより承認第４号を採決いたします。 
 本件を承認することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 
○田村議長 起立全員であります。 
 よって本件は承認することに決定をいたしました。 
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     ◎日程第８ 議案第３３号 
○田村議長 日程第８、議案第 33 号 浦幌町税条例等の一部改正についてを議題といた

します。 
 提案理由の説明を求めます。 
 町民課長。 
○泉町民課長 議案第 33 号 浦幌町税条例等の一部改正について。 
 浦幌町税条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 
 平成 26 年５月９日提出、浦幌町長。 
 改正の趣旨及び改正の内容につきましては、議案説明資料により行わせていただきます。

説明資料１ページをお開き願います。 
 改正の趣旨でありますが、地方税法等の一部を改正する法律等が平成 26 年３月 31 日に

公布されたことに伴い、浦幌町税条例等の一部を改正するものです。 
 次に、改正の内容であります。 
 条項番号第 23 条第２項、町民税の納税義務者等、法人税法において外国法人の定義と

同法人の国内における事業所（事務所）を恒久的施設と定め、これら施設で営業収益を得

る法人を外国法人として町民税の納税義務者とする改正が行われたことから、規定の整備

を行うものです。施行は、平成 28 年４月１日です。 
 第 34 条の４、法人税割の税率、浦幌町においては、法人税割の税率は法に定める制限

税率を適用しているところでございます。今回、この制限税率が 100 分の 14.7 から 100
分の 12.1 に 2.6 パーセント引き下げられたことから、法の改正に準じた措置を講ずるもの

です。平成 26 年 10 月１日以後に開始する事業年度から適用するものであります。施行は

平成 26 年 10 月１日です。 
 第 48 条第２項及び第５項、法人の町民税の申告納付、法人税法において外国法人に係

る外国税額控除制度が新設されたことから、規定の整備を行うものです。施行は、平成 28
年４月１日であります。 
 第 52 条第１項、法人の町民税に係る納期限の延長の場合の延滞金、法人税法において、

外国人に係る申告納付制度が規定され、納期限の延長の場合の延滞金に係る規定の整備を

行うものであります。施行は、平成 28 年４月１日です。 
 第 82 条、軽自動車税の税率、今回の改正は、軽自動車と小型自動車との性能、価格、

環境負荷といった面での格差が縮小している反面、軽自動車に係る税率が低く、現行の税

率体系を見直し、負担水準の適性を図るためのものであります。 
 すべての軽自動車の標準税率を平成 27 年度分から改正するものでありますが、三輪及

び四輪以上の軽自動車については、維持費が安く生活の足としての普及が進んでいること

や、増税への反対意見が強かったことなどを考慮しまして、平成 27 年４月１日以後に新

規に登録される新車に限って新税率を適用することとしているものであります。 
 したがいまして、すでに所有している軽自動車や中古を新たに取得した場合につきまし



- 11 - 
 

ては、現行のままの税率を適用するものです。 
 改正後の税率でありますが、原動機付自転車、二輪の軽自動車及び二輪の小型自動車で

は、標準税率を現行のおおむね 1.5 倍に引き上げ、最低税率を 2,000 円とするものです。 
 次に、四輪以上の自家用乗用車では、標準税率を現行のおおむね 1.5 倍に、三輪及び四

輪以上の営業用乗用車並びに自家用・営業用貨物車、軽トラック等でございますけれども、

に係る標準税率を農業者や中小企業者等の営業行為に配慮し、現行のおおむね 1.25 倍に引

き上げ幅を抑制するものです。 
 次に、農耕作業用のトラクター、田植え機、ショベル、フォークリフトなどの小型特殊

自動車に係る標準税率につきましては、同じく農業者や中小企業者等の営業行為に配慮し

まして、現行の 1.25 倍に引き上げ幅を抑制するものです。 
 次に、みずから雪上を走行するものの区分の削除につきましては、現在、雪上車等を課

税している市町村は、降雪の多い地域以外では少なく、全国の市町村を対象とするこの法

においては、区分を設けて示すものでもないとして、削除されております。 
 浦幌町においても課税の実態がなく、今後も想定されないことから、同様に削除するも

のです。施行は平成 27 年４月１日です。 
 次のページをお開きください。 
 附則第４条の２、公益法人等に係る町民税の課税の特例でございます。租税特別措置法

の改正において、公益法人等の財産の取得が贈与、遺贈であって、教育又は科学の振興、

文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与することである場合には

非課税とする条項が追加されたことに伴う規定の整備を行うものです。施行は、平成 27
年１月１日からです。 
 附則第８条第１項、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例でございま

す。一定の要件を満たす肉用牛を売却したことにより生じる事業所得について、町民税の

所得割の額を免除する措置等について、特例期限を３年間延長し、平成 30 年度までとす

るものです。施行は、平成 26 年４月１日からです。 
 附則第 10 条の２、固定資産税等の課税標準の特例でございます。公害防止のために平

成 26 年３月 31 日までに取得し、設置した一定の施設、設備に対して、事業者の経費負担

の大きさと環境保全を考慮し、税制による支援が必要とする考えから、課税標準の特例措

置が講じられてきたところであります。 
 今回、地方税法上の特例措置の適用期限が到来する特定の公害防止施設について、事業

者による整備が思うように進まない状況を踏まえながら、特例期間を２年間延長し、平成

28 年３月 31 日までとするものです。 
 あわせて、課税標準の特例については、市町村の地域事情に即し、条例で定める割合と

すると地方税法の改正がなされたことから、今後において想定される施設について定める

ものです。 
 なお、現段階での条例での割合は申請実態がない市町村の実態を踏まえ、法の定める割
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合を適用しているものであります。 
 法附則第 15 条第２項第１号の水質汚濁防止法に規定する特定施設等から排出される汚

水等を適切に処理するための装置は、その価格の３分の１を課税標準とするものです。 
 法附則第 15 条第２項第２号の大気汚染防止法に規定する指定物質の排出又は飛散を抑

制する機能を有する装置につきましては、その価格の２分の１を課税標準とするものです。 
 法附則第 15 条第２項第３号の土壌の特定有害物質による汚染を除去するための装置に

つきましては、その価格の２分の１を課税標準とするものです。 
 法附則第 15 条第 38 項の地域温暖化の要因であるフロン類の排出抑制を図る観点から、

平成 26 年４月１日から平成 29 年３月 31 日までの間に取得された自然冷媒を利用した陳

列棚等の営業用冷蔵機器は、その価格の４分の３を課税標準とするものであります。 
 以上のものについて、課税標準の特例についての割合を条例で定めるものです。施行は、

平成 26 年４月１日からであります。 
 附則第 10 条の３、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告であります。現在行われている、新築された住宅に対する固定資産税額

の２分の１を減額する特例措置の期限を２年間延長し、平成 28 年３月 31 日までに新築さ

れた住宅について、引き続き対象とするものです。 
 あわせて、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物等について、平成 26
年４月１日から平成 29 年３月 31 日までの間で耐震改修が行われ、市町村に申告した場合

に限り、固定資産税額の２分の１の減額をする措置を２年度分行うことが新たに規定され

たものです。 
 以上のことから、減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告内容を明記するも

のであります。施行は、平成 26 年４月１日です。 
 附則第 16 条、軽自動車税の税率の特例、環境性の良い車への買い替えを促し、グリー

ン化を図る進める観点から、電気、天然ガス等の軽自動車等を除いた三輪車以上の軽自動

車のみに重課税の導入が新たにされたものです。この対象車両は、軽自動車が初めて車両

番号の指定を受けた月から起算して、14 年を経過した月の属する年度以後の軽自動車につ

いて、改正後の標準税率におおむね 20％を加えた税率を導入し、平成 28 年度分から適用

するものです。施行は、平成 28 年４月１日からです。 
 附則第 17 条の２第１項及び第２項、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場

合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例についてであります。土地開発公社等に対し、

優良住宅地の造成等のために、所有期間の５年を超える土地等を譲渡した場合に措置され

る長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例期限を３年間延長し、平成 29 年度までとする

ものです。施行は、平成 26 年４月１日からです。 
 附則第 19 条の３第２項、非課税口座内上場株式等の譲渡に係る町民税の所得計算の特

例でございます。非課税口座内上場株式等の相続、贈与、遺贈があった場合の規定が追加

されたことによる整備であります。施行は、平成 27 年４月１日からであります。 
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 附則第 21 条、旧民法第 34 条の法人から移行した法人等に係る固定資産税の特例の適用

を受けようとする者がすべき申告であります。公益法人制度改革により、一般社団法人ま

たは一般財団法人に移行した旧民法第34条に規定する法人は、平成25年11月30日まで、

特例民法法人として存続できることとされております。同法人が移行の日の平成 20 年 12
月１日以前から設置している図書館、博物館及び幼稚園等について、特例法人として存続

している限り、非課税措置が講じられていたものであります。 
 今回、移行期間の到来を受け、これらの非課税措置のうち、各社会福祉施設以外に対す

るものについて、非課税措置が廃止されたことに伴う規定の整備を行うものであります。

施行は、平成 26 年４月１日です。 
 次に、条文の整理、法の改正に伴い、引用している法令条項、字句等の整理についてで

ありますが、条文の削除では、附則第６条居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失の損益

通算及び繰越控除、附則第６条の２、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

は、単に課税標準計算の細目を定める規定であることから、今回条例で制定するまでもな

いとして、削除されたものであります。 
 附則第 22 条、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例、附則第 22 条の２、東日本大震

災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例、附則第 23 条、東日本大

震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例は、東日本大震災に係る特例に

ついて、必ず条例によって定めなければならない事項を除きまして、条例に規定しないこ

ととされましたので、削除するものであります。 
 附則第 22 条から 23 条までの規定が削除されたことによりまして、附則第 24 条を附則

第 22 条に、附則第 25 条を附則第 23 条に繰り上げるものでございます。 
 字句等の整理でございますが、第 23 条第３項は字句の整理、第 33 条第５項は、号の移

動、第 57 条、59 条、附則第７条の４、附則第 19 条第１項、附則第 19 条の２第２項、附

則第 21 条の２は、条の移動によるものです。 
 施行期日、この条例は、公布の日から施行し、平成 26 年４月１日から適用いたします。

ただし、次に掲げる規定は、当該に定める日から施行するものです。以下の条項につきま

しては、省略をさせていただきます。 
 以上で、提出議案の説明を終わらせていただきます。審議のほどよろしくお願い申し上

げ、ご承認いただきますようお願いをいたします。 
○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〕 
○田村議長 質疑なしと認めます。 
 これより討論を行います。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○田村議長 討論なしと認めます。 
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 これより議案第 33 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〕 
○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３４号 
○田村議長 日程第９、議案第 34 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。 
○泉町民課長 議案第 34 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。 
 平成 26 年５月９日提出、浦幌町長。 
 改正の趣旨及び改正の内容につきましては、議案説明資料により行わせていただきます。 
 説明資料の 25 ページをお開き願います。 
 改正の趣旨でありますが、地方税法等の一部を改正する法律等が平成 26 年３月 31 日に

公布されたことに伴い、浦幌町国民健康保険税条例等の一部を改正するものです。 
 改正の内容でありますが、①、②につきましては、後期高齢者医療費の増加や介護保険

事業における給付費の増加を踏まえ、国民健康保険税の後期高齢者支援金等を課税額の限

度額を現行 14 万円から 16 万円に、国民健康保険税の介護納付金課税額の限度額を現行

12 万円から 14 万円に、それぞれ２万円引き上げるものであります。 
 次に、③につきましては、健康保険税における５割軽減、２割軽減の対象者を判定する

所得の基準を引き上げるもので、低所得者の保険税の負担の軽減を拡大するものです。改

正では、５割軽減の判定基準である人数に、今までカウントされていなかった世帯主を被

保険者に含めて算出することや、２割軽減の判定基準である被保険者等の合計人数に乗じ

る金額を現行被保険者一人につき、35 万円から 45 万円に 10 万円引き上げて算出し、判

定するとしたものであります。 
 次に、④地方税法施行規則の一部を改正する省令により、引用条文、地方税法施行規則

第 24 条の 37 第１項を第 24 条の 36 に訂正するものです。 
 次に、施行期日でありますが、施行期日は、公布の日から施行し、平成 26 年４月１日

から適用するものです。適用区分は、改正後の浦幌町国民健康保険税の規定は平成 26 年

度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成 25 年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例によるとするものであります。 
 今回の改正によりまして、これらの部分の影響についてでございますが、平成 25 年度

の国民健康保険税の課税状況をもとに、試算をした比較でございます。課税限度額引き上
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げによる影響でございますが、課税限度額超過世帯が合わせまして 95 世帯というふうに

なります。これらの方々に係る保険税の増額につきましては、155 万円の収入増となって

負担を強いるというふうになるものでございます。 
 あわせまして、保険税の軽減による影響でございますけれども、これらにつきましても、

119 世帯がこれらの軽減を受けるというふうになります。これらに与える軽減される金額

につきましては、325 万 3,000 円ということで、おおよそ 170 万円の財源不足が生じると

ころでございます。ただ、現在、平成 26 年度の保険税につきましては、まだ確定をして

ございませんので、あくまでも前年の部分の比較ということでとらえていただきたいとい

うふうに思ってございます。 
 このことから、今回の改正に伴う予算措置等につきましては、今後の平成 26 年度国民

健康保険税の確定後において、補正予算で対応させていただきたいと考えているところで

ございます。 
 また、今回の改正にあたりましては、浦幌町国民健康保険運営協議会に諮問をいたして

おりまして、協議会からは本町の国民健康保険の安定、かつ適正な事業運営を確保するた

め、課税限度額を改めること及び保険税軽減対象者を拡大することはやむを得ないものと

判断し、適当と認めるという答申を受けているものでございます。 
 これらにつきましては、本年４月 25 日にいただいているところでございます。 
 以上で、提出議案の説明を終わらせていただきます。審議のほどよろしくお願い申し上

げ、ご承認いただきますようお願いをいたします。 
○田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 
 ８番、杉江議員。 
○杉江議員 まず資料の確認をさせてください。３月の予算審議の各会計の説明資料ある

でしょうか。どなたか理事者の方でお持ちでしたら、確認していただきたいのですが、こ

の説明資料にですね、国民健康保険税医療費分が 51 万円、後期高齢者支援分 16 万円、介

護納付金分 14 万円と既にあがっていますね。その説明になっています。まずこれの確認

をしたいと思います。今あげるという提案ありましたけど、あげる額で３月の説明資料載

っているんです。まず確認をお願いいたします。 
○田村議長 答弁調整のため、暫時休憩いたします。 
 

午前１０時４７分 休憩 
午前１０時５２分 再開 

 
○田村議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 休憩前に引き続き、審議を続けます。 
 答弁願います。 
 町民課長。 
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○泉町民課長 大変申しわけございませんでした。平成 26 年度の国民健康保険事業特別

会計予算説明資料には、今ご指摘のとおり改正後とされる限度額が記載されております。

これについては、大変申しわけございません。早合点で記載をしたというふうに理解して

おりまして、これは誤りでございます。51 万、14 万、12 万という形で載せられるのが正

規だというふうに思ってございます。大変申しわけございませんでした。 
 なお、計算につきましては、その改正前の限度額によってさせていただいておりますの

で、よろしくお願いをいたします。 
○田村議長 ８番、杉江議員。 
○杉江議員 はい、わかりました。今説明されたとおりであれば、説明資料の間違いで計

算金額が変わりないということで説明のあった補正でもってね、修正というか、やります

よということで問題はないと思います。 
 そうでなければですね、すべての計算がこの値上げした金額で組んでいるということで

すから、補正が必要なのかということになりますね。そのことの確認です。 
 我々もね、予算審議の時、現行の料金いくらか確認しないで審議してった、思い込んで

いる、説明資料が正しいのだと思ってやっていたわけですから、それについて我々も反省

しなければなりませんが、たまたま条例改正あげました。確認したらこういうことです。

我々も、それから理事者の皆さんも十分注意していきたいなという重大な事項だと思いま

す。以上です。 
○田村議長 町民課長。 
○泉町民課長 大変ご指摘をいただきまして、これにつきましては、これらの部分の提出

議案等につきまして、精査をしながらご提案をさせていただきたいと、このように思って

おりますので、今回につきましては、大変申しわけなかったというふうに思ってございま

す。大変申しわけございませんでした。 
○田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○田村議長 これで質疑を終わります。 
 これより討論を行います。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○田村議長 討論なしと認めます。 
 これより議案第 34 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〕 
○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１０ 議案第３５号 
○田村議長 日程第 10、議案第 35 号 財産の取得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。 
○大山産業課長 議案第 35 号 財産の取得について。 
 次のとおり財産を取得したいので、地方自治法第 96 条第１項第８号及び議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により議会の議決を求め

る。 
 平成 26 年５月９日提出、浦幌町長。 
 取得する財産、トラクター１台、内容といたしましては、ニューホランド社製でござい

ます。型式はＴ5050 でございます。主な仕様といたしましては、出力 96 馬力、四輪駆動、

キャビン、フロントローダー付でございます。 
 ２、取得価格 592 万 9,200 円、３、契約の方法、指名競争入札、４、契約の相手方、中

川郡本別町字上本別 15 番地５、日本ニューホランド株式会社 本別営業所、副所長 栃原

智己。 
 参考といたしまして、仮契約年月日、平成 26 年４月 23 日、納期、平成 26 年 10 月 31
日。 
 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。 
○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〕 
○田村議長 質疑なしと認めます。 
 これより討論を行います。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○田村議長 討論なしと認めます。 
 これより議案第 35 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〕 
○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３６号 
○田村議長 日程第 11、議案第 36 号 平成 26 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。 
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○鈴木総務課長 議案第 36 号 平成 26 年度浦幌町一般会計補正予算。 
 平成 26 年度浦幌町の一般会計補正予算（第１回）は次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3,581 万 5,000 円を追加し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ 59 億 2,581 万 5,000 円とする。 
 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。 
 （地方債） 
 第２条 地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 
 平成 26 年５月９日提出、浦幌町長。 
 本補正の主なものにつきましては、コミュニティバス実証調査運行実施に伴います協議

会負担金の追加、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金におけます事業費の追加

の内容でございます。次のページをお開き願います。 
 第１表歳入歳出予算補正につきましては、省略させていただきます。 
 次の第２表、地方債補正でございます。変更の内容となるものであります。起債の目的

は、過疎対策事業におけます補正の内容であります。補正前限度額３億 5,970 万円、この

内容につきましては、地域公共交通確保事業にかかわるものでございます。補正後におき

まして、過疎対策事業は３億 6,690 万円となるもので、この内容につきましては、地域公

共交通確保事業が補正前０円から補正後 720 万円と追加となるものの内容でございます。 
 なお、合計につきましては、補正前６億 4,580 万円が補正後におきまして６億 5,300 万

円となるもので、720 万円の追加の内容であります。起債の方法、利率、償還の方法につ

きましては、いずれも補正前の内容と同じでございます。次のページをお開き願います。 
 歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括につきましては、省略させていただきます。

次のページに移らせていただきます。 
 ２、歳入、13 款国庫支出金、２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金 2,861 万 5,000 円

を追加し、2,967 万 7,000 円は、２節社会福祉費補助金 2,223 万 5,000 円、臨時福祉給付

金にかかります事業費及び事務費の補助金でございます。３節児童福祉費補助金 638 万円

の追加につきましては、子育て世帯臨時特例給付金におきます事業費及び事務費の補助金

の内容となるものでございます。いずれの節につきましても、説明資料 28 ページから 30
ページにかけて記載のとおりでございます。 
 20 款１項町債、１目総務債 720 万円を追加し、２億 1,740 万円は、１節総務債におけ

ます地域公共交通確保事業債で説明資料 28 ページに記載のとおりとなってございます。

次のページをお開き願います。 
 ３、歳出、２款総務費、１項総務管理費、13 目諸費 720 万円を追加し、4,216 万 2,000
円は、19 節負担金、補助及び交付金におきます浦幌町生活交通ネットワーク計画協議会負

担金で説明資料 28 ページに記載のとおりでございます。なお、財源につきましては、地
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方債が 720 万円全額となるものでございます。 
 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費 2,223 万 5,000 円を追加し、３億 7,609
万円は、３節職員手当等 36 万 1,000 円、11 節需用費 12 万 7,000 円、12 節役務費 16 万

4,000 円、13 節委託料 97 万 2,000 円、14 節使用料及び賃借料 61 万 1,000 円の追加につ

きましては、いずれも事務費となるもので、合計額 223 万 5,000 円となるものでございま

す。19 節負担金、補助及び交付金 2,000 万円の追加につきましては、臨時福祉給付金にか

かる費用でございます。いずれの節につきましても、説明資料 28 ページから 29 ページに

かけて記載のとおりとなってございます。 
 なお、財源の内訳につきましては、補正額 2,223 万 5,000 円が全額国庫補助金の 2,223
万 5,000 円となるものでございます。 
 ２項児童福祉費、２目児童措置費 638 万円を追加し、7,477 万 9,000 円は、３節職員手

当等 17 万円、７節賃金２万 4,000 円、11 節需用費２万 6,000 円、12 節役務費３万 6,000
円、13 節委託料 32 万 4,000 円は、事務費となるもので、合計額 58 万円となるものでご

ざいます。19 節負担金、補助及び交付金 580 万円は、子育て世帯臨時特例給付金にかか

わります費用でございます。３節から 19 節までにつきましては、いずれも説明資料 29 ペ

ージから 30 ページにかけて記載のとおりとなってございます。 
 なお、財源の内訳につきましては、全額 638 万円が国庫補助金で賄う形となってござい

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。 
○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。 
 ２番、差間議員。 
○差間議員 社会福祉総務費と子育て世帯臨時特例給付金の支給事業費について質問いた

します。 
 この支給についてはですね、ほかのいろいろな支給の際にも私よく聞いたのですけれど

も、これは申請主義ととらないでね、町の方から判断して支給するものというふうに考え

てよろしいのでしょうか。 
○田村議長 答弁願います。 
 保健福祉課長。 
○熊谷保健福祉課長 ただいまのご質問でございますが、あくまでもこの臨時福祉給付金

及び子育て世帯臨時特例給付金につきましては、国の事業でありまして、国があくまでも

申請主義ということで、申請があって決定通知を行い、支給というような形になっていま

すので、町の方で判断してというようなものではなくて、申請があって支給というような

形になります。 
○田村議長 ２番、差間議員。 
○差間議員 国の方からですね、こういうお金が出てくるということでそれはわかるので

すけれども、やっぱり消費税率が上がったということで、低所得の世帯の方たちのための
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支給、それから子育ての世帯のための支給ということですからね、申請主義に加えて、町

の方で何か働きかけというんですか、そういったことというのはあり得るのでしょうか。

その世帯の特定に関してですね。 
○田村議長 答弁願います。 
 保健福祉課長。 
○熊谷保健福祉課長 臨時福祉給付金につきましては、対象となろうと思われる方にです

ね、直接郵送で事業のご案内、それから申請書の方の送付を行います。それプラスですね、

広報での周知、そしてホームページでの周知、そして町の電子配信のメルマガでの周知と

いうことで、それぞれ行いながら漏れのないような形で周知を行っていくというような予

定であります。 
 それから子育て世帯臨時特例給付金につきましてもですね、対象者に直接郵送して申請

書の方を郵送いたしまして、ご案内するというような内容でございます。 
○田村議長 ２番、差間議員。 
○差間議員 大変失礼いたしました。やっぱりホームページ、広報だけですとね、対象の

世帯になかなか伝わりにくいという面もあるんですけれども、直接そういった家庭への郵

送なり、そういった通知があるということでしたら、それでよろしいです。よろしくお願

いいたします。 
○田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○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〕 
○田村議長 討論なしと認めます。 
 これより議案第 36 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〕 
○田村議長 起立全員であります。 
 よって本案は原案のとおり可決されました。 
 
     ◎閉会の宣告 
○田村議長 以上で本臨時会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。 
 これをもって会議を閉じます。 
 平成 26 年第２回浦幌町議会臨時会を閉会いたします。 

閉会 午前１１時 ７分 


