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平成２８年第１回浦幌町議会臨時会（第１号） 

 

平成２８年２月１２日（金曜日） 

開会 午前１０時００分 

閉会 午前１１時５９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 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて 

              （浦幌町税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

 日程第 ７ 承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて 

              （浦幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の廃止） 

 日程第 ８ 承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２７年度浦幌町一般会計補正予算） 

 日程第 ９ 議案第 １号 浦幌町出産祝金贈呈条例の制定について 

 日程第１０ 議案第 ２号 浦幌町職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第１１ 議案第 ３号 浦幌町墓地使用条例の一部改正について 

 日程第１２ 議案第 ４号 財産の取得について 

              （平成２７年度浦幌町南町団地公営住宅） 

 日程第１３ 議案第 ５号 平成２７年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第１４ 議案第 ６号 平成２７年度浦幌町町有林野特別会計補正予算 

 日程第１５ 議案第 ７号 平成２７年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算 

 日程第１６ 議案第 ８号 平成２７年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 日程第１７ 議案第 ９号 平成２７年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第１８ 議案第１０号 平成２７年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算 

 日程第１９ 議案第１１号 平成２７年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算 

 日程第２０ 議案第１２号 平成２７年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算 

 日程第２１ 議案第１３号 平成２７年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 

〇出席議員（１０名） 

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

    ４番  安  藤  忠  司     ５番  二  瓶     隆 
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    ６番  福  原  仁  子     ７番  杉  江     博 

    ８番  河  内  富  喜     ９番  阿  部     優 

   １０番  森     秀  幸    １１番  田  村  寛  邦 

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇出席説明員 

    特 別 職 

     町    長   水  澤  一  廣 

     副  町  長   鈴  木  宏  昌 

 

    町 部 局 

     総 務 課 長   大  山  則  幸 

     ま ち づ く り 政 策 課 長   山  本  輝  男 

          町 民 課 長      泉        初 

     保健福祉課長   熊  谷  晴  裕 

          産 業 課 長      岡  崎  史  彦 

     施 設 課 長   小  川  博  也 

     上浦幌支所長   横  田  孝  志 

     会 計 管 理 者   佐  藤  勇  人 

          診療所事務長      菅  原     敏 

 

    教育委員会 

     教 育 委 員 長 職 務 代 理 者   山  本     盛 

          教  育  長      久  門  好  行 

     教 育 次 長   鈴  木     広 

 

    農業委員会 

     会    長   小  川  博  幸 

          事 務 局 長      前  田     勇 

 

    監 査 委 員 

     代表監査委員   神  谷  敏  昭 

 

〇出席議会事務局職員 

     局    長   新  川  寿  雄 
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     議 事 係 長   中  田     進 
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開会 午前１０時００分 

    ◎開会の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は10名です。 

 定足数に達しておりますので、本日をもって招集されました平成28年第１回浦幌町議会

臨時会を開会いたします。 

 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 直ちに本日の会議を開きます。 

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

します。 

 

    ◎議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 河内委員長。 

〇河内議会運営委員長 議会運営委員長報告をいたします。 

 平成28年第１回浦幌町臨時会の運営について、去る２月５日午前９時より、委員及び正

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、行政報告に続き、承認３件、一般議案４件、一般会計及び特

別会計補正予算９件であります。以上を踏まえ、会期は本日１日でお願いいたします。 

 次に、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し入れておりま

す。 

 以上、議会運営委員会で協議した結果であります。議員各位のご協賛賜りますようお願

い申し上げまして、議会運営委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 会議録署名議員の指名 

〇田村議長 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、６番、福原仁子議員、７番、杉

江博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。本臨時会の会期は、本日１日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） 



- 5 - 
 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日と決定をいたしました。 

 

    ◎日程第４ 諸般の報告 

〇田村議長 日程第４、諸般の報告を事務局長より行わせます。 

〇新川議会事務局長 報告をいたします。 

 今期議会の説明員につきましては、平成28年２月２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27年12月14日から平成28年２月11日までの議長等の動静及び議員の派遣結果

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

 次に、平成27年12月14日開会の第４回町議会定例会で可決されましたＴＰＰ合意内容の

徹底した情報公開と検証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ました。 

 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。 

 平成27年12月14日から平成28年２月11日までの町長等の動静につきましては、お手元に

配付のとおりでありますので、ごらんおきを願いたいと思います。 

 ２のその他については、特に報告すべき事項はありません。 

 以上で行政報告といたします。 

〇田村議長 これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第６ 承認第１号 

〇田村議長 日程第６、承認第１号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて。 

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

規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成28年２月12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、下記のとおり専決処分する。 

 平成27年12月29日、浦幌町長。 

 記、浦幌町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 次のページをごらん願います。浦幌町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する

条例。 

 浦幌町税条例等の一部を改正する条例（平成27年浦幌町条例第20号）の一部を次のよう

に改正する。 

 以下の条文につきましては、朗読を省略させていただきます。 

 別紙、議案説明資料１ページをごらんいただきたいと思います。浦幌町税条例等の一部

を改正する条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １、改正の趣旨並びに２、改正の内容についてであります。今回の改正につきましては、

総務省において地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しがされたことに伴いま

して、平成27年12月25日付で地方税法施行規則の一部を改正する省令等の一部を改正する

省令が公布され、地方税関係書類のうち、申告等手続とあわせて提出される一定の書類に

ついて納税義務者等の個人番号の記載を要しないとする措置が講じられたところでござい

ます。この措置を受けまして、平成27年第３回町議会臨時会及び平成27年第４回定例会に

おいて可決成立をいただきました浦幌町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する

条例のうち、町民税及び特別土地保有税に係る減免申請書に個人番号を記載しないとする

条文を削除する必要が生じましたので、条例の一部を改正するものです。 

 ３、施行期日でありますが、専決処分日であります平成27年12月29日を公布の日として

施行させていただきました。 

 税分野における番号法の取り扱いにつきましては、平成28年１月１日から開始すること

となっておりましたので、暮れも押し迫ったこの時期では時間的余裕もなく、また議会を

開いていただくいとまもなかったことから、専決処分をさせていただきました。何とぞご

理解をいただきながらご承認賜りますようお願いをいたします。 

 以上で説明を終わります。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより承認第１号を採決いたします。 

 本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） 

〇田村議長 起立全員であります。 
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 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２号 

〇田村議長 日程第７、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。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 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。 

 平成28年２月12日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

 平成27年12月29日、浦幌町長。 

 記、浦幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を廃止する条例を次のように定め

る。 

 次のページをお開き願います。浦幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を廃止

する条例。 

 浦幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例（平成27年条例第41号）は廃止する。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 説明につきましては、別紙、議案説明資料により説明をさせていただきます。議案説明

資料の３ページをごらんいただきたいと思います。浦幌町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例を廃止する条例説明資料。 

 １、廃止の趣旨並びに２、廃止の内容についてであります。今回の改正につきましては、

総務省において地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しがされたことに伴いま

して、平成27年12月25日付で地方税法施行規則の一部を改正する省令等の一部を改正する

省令が公布され、地方税関係書類のうち、申告等手続とあわせて提出される一定の書類に

ついて納税義務者等の個人番号の記載を要しないとする措置が講じられたところでござい

ます。この措置を受けまして、平成27年第４回定例会において可決成立をいただきました

浦幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例（平成27年浦幌町条例第41号）で国民健

康保険税減免申請書に個人番号を記載するとした条文を削除する必要が生じましたので、

この条例を廃止することで整備をするものでございます。 

 ３、施行期日でありますが、専決処分日であります平成27年12月29日を公布の日とし、

施行させていただきました。 

 なお、税分野における番号法の取り扱いにつきましては、平成28年１月１日から開始す

ることとなっておりましたので、暮れも押し迫ったこの時期では時間的な余裕もなく、ま
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た議会を開いていただくいとまもなかったことから、専決処分をさせていただきました。

何とぞご理解をいただき、承認賜りますようお願いを申し上げます。 

 以上で説明を終わります。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより承認第２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） 

〇田村議長 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８ 承認第３号 

〇田村議長 日程第８、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。 

〇大山総務課長 議案書の７ページをごらん願います。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、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28年２月12日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

 平成28年１月29日、浦幌町長。 

 記、平成27年度浦幌町一般会計補正予算、次のとおり。 

 次のページをごらん願います。あわせまして、説明資料５ページをお開き願います。 

 平成27年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成27年度浦幌町の一般会計補正予算（第12回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ15万6,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ64億8,402万8,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出
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予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

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

補正予算事項別明細書、１、総括については、説明を省略させていただきます。 

 12ページをごらん願います。２、歳入、17款繰入金、２項１目基金繰入金15万6,000円を

追加し、２億9,017万2,000円、財政調整基金からの繰り入れでございます。 

 ３、歳出、10款教育費、３項中学校費、１目学校管理費15万6,000円を追加し、5,951万

5,000円。 

 今回の補正の内容につきましては、説明資料に記載のとおりでございますが、上浦幌中

学校の温水ボイラーに係ります修繕料を追加した内容でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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。 

（「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） 

〇田村議長 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９ 議案第１号 

〇田村議長 日程第９、議案第１号 浦幌町出産祝金贈呈条例の制定についてを議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 議案第１号 浦幌町出産祝金贈呈条例の制定について。 

 浦幌町出産祝金贈呈条例を次のように定める。 

 平成28年２月12日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。浦幌町出産祝金贈呈条例。 

 浦幌町出産祝金贈呈条例（平成15年浦幌町条例第24号）の全部を改正する。 

 以下の条文につきましては、朗読を省略させていただきます。 

 説明につきましては、別紙議案説明資料により行います。議案説明資料の６ページから

７ページをごらんいただきたいと思います。また、新旧対照表につきましては８ページか
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ら９ページに掲載をしてございます。 

 浦幌町出産祝金贈呈条例説明資料。 

 １、改正の趣旨、浦幌町第３期まちづくり計画の一部変更が平成27年第４回浦幌町議会

定例会で可決成立し、重点プロジェクトの一つとして掲げられております子どもを産み育

てる環境の充実の中の出産祝金について、贈呈額を定額制から子どもの出生順による額と

したことから、所要の整備を図るため、浦幌町出産祝金贈呈条例（平成15年浦幌町条例第

24号）の全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。（１）対象者の拡大、アといたしまして、出産日に本町に

住民登録があるものの引き続き本町に６カ月以上の登録要件を満たさない者、転入者でご

ざいますけれども、この方々についてその要件を満たしたことが確認できたときに対象者

といたします。これは、妊娠中に浦幌町に転入される方の中には出産したときに６カ月以

上浦幌町に住民登録がされていない方もおり、その方には残念ながら今の条例では出産祝

金を贈呈していない状況にあります。このことから、このような方に対しましても浦幌町

に長く住んで子どもを育てていただきたいという思いも込め、さらには町民の出産を祝う

という観点から、転入されてから６カ月以上の住民登録要件を満たしたときに対象者とす

ることにするものでございます。 

 イ、他市町村に住んでいる親元で出産される方が一時的に本町から住民登録を異動し、

出産した場合には、浦幌町で登録されていたものとみなし、対象者といたします。これは、

昨今里帰り出産のため一時的に住民登録を異動する方があり、この場合には出産したとき

に浦幌町に住民登録がありませんので、対象とはなりません。しかしながら、これは一時

的な異動措置であることから、浦幌町民として対象者にすることとするものでございます。 

 （２）対象者の除外規定の追加、ここでは対象者とならない方を明確にするため規定を

設けてございます。ア、本町に住んでいる親元で出産される方が一時的に他の市町村から

住民登録を異動し、出産した場合には、浦幌町の住民ではないことから対象者から除くこ

とといたします。これは、先ほどの（１）のイで説明したものと逆のパターンでありまし

て、本町で里帰り出産される方は本来浦幌町民ではありませんので、対象者としないとす

るものでございます。 

 イ、養育状況、その他出産祝金の贈呈が適当でないと町長が認めた場合は、対象者から

除くことといたします。これは、さまざまな状況が想定されるわけでございますが、その

場合の判断を町長に委ねることとするものでございます。 

 （３）出産祝金の額の拡大についてでございます。出産祝金の額は、本町で生まれた子

のみの順に、第１子目10万円、第２子目20万円、第３子目30万円、第４子目50万円、第５

子目以降100万円を贈呈いたします。なお、転入者における本町以外で生まれた子は数に含

めないことといたします。出産祝金の額は、現行ではお子さん１人につき５万円の贈呈を

しておりますが、改正では本町でお生まれのお子さんのみの順に定めた額として、贈呈額

を拡大をしてございます。転入された方に既にお子さんがいらしても、浦幌町が贈呈する
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祝金であることから、お子さんの数に含めないとするものでございます。 

 （４）出産祝金の贈呈、ア、出産祝金を受けようとする者は、その旨を町長に申し出る

ものとする。これは、贈呈を希望されない方もいることが想定されることや贈呈が本人の

選択制による金銭、そのほかハマナス商品券によるものとされていることなど、本人の確

認を必要とすることから、申し出を願うこととするものでございます。 

 イ、出産祝金は、第１子目を除き２回に分けて贈呈する。初回は10万円を、第２子目以

降の２回目は出産した子の１歳の誕生日以後に残りの未贈呈分を贈呈するというものでご

ざいます。ただし、１歳の誕生日に至る前に転出等により浦幌町に住民登録されなくなっ

たときには、２回目の出産祝金は贈呈しないこととしています。これは、１回目はどの順

位のお子さんでも出生順に関係なく一定額の10万円を贈呈することといたします。第２子

目以降の２回目の未贈呈額は、子どもの１歳誕生日に母子ともども本町に居住し、健全で

あることを条件に贈呈をいたします。また、長く浦幌町に住み、子どもを育てていただき

たいという願いから、子どもが１歳に満たないまま転出をされた方には残念ながら出産祝

金を贈呈しないとするものでございます。 

 ３、施行期日、施行期日は平成28年４月１日から施行する。 

 ４、経過措置でございます。この条例は、平成28年４月１日以降に出生した子について

適用し、同日前までに出生した子はなお従前の例によるとしています。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 現在の出産祝金の贈呈ということで若干お伺いしたいことがあります。 

 先ほど説明であったのですけれども、現在浦幌町で３子、４子の方の割合といいますか、

どの程度おられるかをまずお聞きしたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 平成26年度に出生された方の人員の割合ということで捉えていただきたい

なというふうに思います。まず、総勢で大体35人ほど出生をされてございます。第３子目

が８人ということで大体23％ぐらい、第４子でございますが、これが2.86ですから約３％

ぐらいということで、26年度につきましては第５子以降については出生されていないと、

第４子までという形での比率でございます。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 ５子までの確率がないということでございますのですけれども、であれば、

いろいろ議論はされたと思うのでありますけれども、第３、第４子の方の祝金についても

う少々手厚くしていただけたらいかがなものかなという感じするのですが、いかがなもの

でしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 町民課長。 

〇泉町民課長 おっしゃるとおり、確かにお母さんも３子目、４子目ということになると

肉体的にも大変負担もかかるという問題ではございますけれども、今の現行一律５万円と

いうものから今回こういうような形でさせていただいたというのは、それぞれの負担に伴

った部分で金額を上げさせていただいている。第５子になるとそれこそ大変な思いをする

ということもございまして、第４子目までの方の額よりもこれについては倍以上の額を想

定したということでございます。おっしゃる向きはわからないわけではございませんけれ

ども、根本的な底辺の底上げをいたしました。今言われる第３子、４子という部分につい

てもそういうような負担があるということで、その額について、十分かと言われる部分に

ついては今後の問題もありますけれども、私どもといたしましては今の現状においては妥

当な額かなというようなことで提案をさせていただいていると。第５子目以降については、

そのような負担の中で、これについては本当に大変な思いをして出産をされるということ

でそういうような額にしているということで、１子から４子につきましてはそういうよう

なことの考え方の中でこの額を設定をさせていただいたということでございます。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 第５子については大変だというのは、僕らもわかります。でも、なかなか第

５子までいかれる人がいない。第３子、４子の方の経過がなければ第５子ということは普

通ないわけでありますので、その辺で少し手厚くしていただいて、第５子、この額を残し

ていただければなおありがたいのでありますけれども、それが不可能であるとすれば、第

３子、４子の方の増額が不可能であるとすれば、その辺の考慮も必要なのかなという感じ

いたします。今後についてまた考慮もいただけるのかなと思いますけれども、その辺につ

いてもう一度伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 出産祝金の額の問題です。ご存じのとおり、今まで全て１子から何子にかか

わらず一律５万円ということで出産お祝金を贈呈させていただきました。今全国的に少子

高齢化の問題が言われておりまして、当然浦幌町としても少子高齢化、人口減少の対応を

どうするかという問題が喫緊の課題として取り上げられているところであります。そうい

う面では、子どもを育てる環境というのは浦幌町としては他町に負けないものをつくって

きた自負がありますし、また今紙おむつの助成も行いたいというふうに考えているところ

であります。ただ、その中でやはり子どもを産んでいただくということも一番大事なこと

でありますから、産んでいただくお母さんに対しての助成を何とかしてしたいということ

で、この出産祝金の贈呈を増額をさせていただきました。５万円からすれば、少ないとい

う感覚もあると思いますし、また３子でいえば６倍でありますから、これが逆に多いとい

う感覚もあるだろうと、それぞれやっぱり思いはあるだろうと思いますし、金額がどれが

妥当だということは当然あり得ないわけであります。そういう面では、産んでいただく第
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１子、第２子、第３子、できれば４子、５子、子だくさんの家族がいて、そして生活して

いただきたいというのが本来の私たちの狙いでありますけれども、産んでいただくお母さ

んに対して、そのご苦労に対して感謝することをあわせてこの金額を決定したということ

であります。そういう面では、金額の多寡がどうこうということではなく、産んでいただ

いたお母さんに対するご苦労と、そしてこれから育てていただくご家族がこの金額をもっ

て生まれた子どもの将来も含めて家族の中で話し合いをするきっかけづくりにもなってい

ただきたい、そういう思いでこの贈呈の増額をしたところであります。そういう面では、

３子、４子が22％、３％の数だから、ここをもっとふやせばいいのではないかという考え

方もあろうかと思いますけれども、私は総体的な考え方の中でこの出産祝金の額を決めさ

せていただいたということでありますので、ここはぜひご理解をいただきたいというふう

に思います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 今いろいろと説明をいただきました。２子目以降を２回に分けてというふう

になっておりますよね。出産ということに対しての祝金だと思うのです。本当に命をかけ

て女性は子どもを産むという行為をずっとしてきております。２子以降の２回目というこ

とは、どういう意味合いで２回に分けて祝金を提供するというか、贈呈するということに

したのかお伺いしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 今までは５万円という額でございました。それで、この額は今言われるよ

うにお祝金だというようなことで、ご自宅まで訪問いたしましてお祝いして、それで贈呈

をしてまいりました。先ほど町長からもお話がありましたように、祝金の額につきまして

は増額、拡大もしてございますし、また転出、転入等の部分がございまして、額が大きく

なったときに、これは余りないとは思われますけれども、そういうような額を一遍に贈呈

して、すぐ転出されるというような場合もあるかもしれないというようなこと、それと長

くここに住んでお子さんを育てていただきたいと、そういう願いもあって、そういうよう

なものが確認できたときに、残りの分という言葉ではないのですけれども、贈呈は基本的

には最初で決まりなのですけれども、贈呈する方法を２回に分けさせていただいたと、た

だそういうことでございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 人口増を図ってこういう条例をつくっていただいたと思うのですが、数字だ

け見ていますと非常に喜ばしいというか、なのですが、内容をよく見ますと、言葉は悪い

のですが、何かありがたくないななんていうような感じがしないでもないのです。女性は

本当に命をかけて出産という行為をしておりますので、私は２回目も一回で払っていただ

きたいなというふうに、10万円もらったから、20万円もらったからといったって、産むと

いう行為については本当に大変なのです。それで、せめて２子目も本当は一回で払ってい
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ただきたい。数字的に見ますとこうなのですけれども、出産費用というのはこんなもので

全然間に合いません。もっともっとたくさんかかりますので、その辺なんかもありとあら

ゆるところからいろんな手当は出るかと思いますが、出ない方もいらっしゃると思います

ので、私はせめて３子以降は何か考えていただいて、２子までは、２子の方も結構このご

ろふえていますので、人口増ということでこういう規定にしたのだと思いますが、女性の

身になってみれば何かがっかりするような条例ではないかなというふうに、100万円なんて

いただけるということはまず何十年に１回かなと、毎年出るような数字ではないと思いま

す、第５子という方は。それで、気持ちはわかります。だから、女性の立場になってみれ

ばこれでねという感じがいたしますので、再度伺っておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 条例の内容ありがたくないというふうに言われまして、大変私どもとしては

意見を異にするわけでありますけれども、あくまでも出産をしていただいたお母さんに対

するお祝いの気持ちとして贈呈をさせていただくということであります。これは、町民全

てがそのお母さんに対して贈呈するわけでありますから、最初に今５万円のやつを増額を

させていただきました。１回目につきましては、出産した段階で10万円をお支払いさせて

いただくという中であります。１年間養育していただいた、その方に対してまた再度その

残額をお支払いするということでありまして、そこが内容がありがたくないというご意見

なのかなというふうに思いますけれども、町民からすれば、誕生して１年以内に転勤され

た方に対して、それを全てお支払いするというのはいかがなものかなという考え方もあろ

うと思います。例えば３子の方が生まれたときに30万円を贈呈して、半年後に転勤されて

しまったということに対して、町民感情としてそれで本当にいいのかなということも当然

私は考えるべきでないかというふうに思います。そういう面では、長く住んで長く育てて

いただくということが町民感情としては出産祝金に該当するものだなというふうに思って

いるところでありまして、内容がお母さんがありがたくないというふうに思われるという

ことについては、私どもとしてはそうかなと、大変意見を異にするものでありまして、そ

の点についてはまた違うところでご意見を聞く機会があるかなというふうに思いますけれ

ども、私どもとしてはあくまでも産んでいただいたお母さんに対してご苦労と、それとと

もに先ほどお話をしました子どもをどのようにこれから育てていこうという、家族みんな

で考える機会になっていただければ大変ありがたいというふうに思って想定したものであ

りまして、がっくりさせるような条例をつくった覚えは全くありませんので、ぜひそこは

ご理解をいただきたいなというふうに思っています。 

 また、出産費用につきましては、これはまだ別問題でありまして、出産費用についての

今現在の制度としては、それが足りないというふうには聞いておりませんし、十分間に合

うだろうと思っています。ただ、子育て費用をどうするかという問題については、先ほど

申し上げましたとおり、我が町としては十分な対策をこれまでもとってきたつもりであり



- 15 - 
 

ますので、この辺もご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 質問させていただきます。 

 出産祝金の贈呈のアです。これもちろん妊娠してからいろんな健診で町のいろいろなサ

ービスというのですか、いろんな診断を受けることになると思うのですけれども、その間

に十分妊娠された方に町の情報をお伝えするということはもちろん考えていると思うので

すけれども、その点について確認いたします。 

（何事か声あり） 

〇差間議員 説明資料の（４）のアです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 説明資料の改正内容のところの（４）のアの申し出というようなことでご

ざいますけれども、今は妊娠をされた方に対するいろんな助言というのですか、そういう

ものに関しては福祉課のほうでいろんな形でもって保健師さん等がされているというふう

に思いますので、その部分については保健福祉課長のほうから、申しわけないのですけれ

ども、説明をいただきたいと思いますが、ここのアにつきましては先ほどもお話ししまし

たように、そういうような贈呈を例えば希望されない方もいるかもしれないということと、

今現在も私どもこういう対象者になる方につきましては、出生届等が出た段階でこういう

ような祝金という制度もございますというようなことで逐次説明をして、養育要件の１カ

月、日の明ける日までというふうになろうかと思いますけれども、それらの部分が確認さ

れたときに対象者として決定をさせていただいているというようなことから、今後におい

てもそういうような形で、今まではそういう文言が一切この条例の中には、本当に大きな

枠のくくりでしかなかったものですから、そういうこともあわせて記載していると。やっ

ていることについては従前と何も変わってはいないということで、このアについてはその

ような真意といいますか、希望というものも確認をさせていただこうというようなことで、

申し出ていただこうという表現にしてございます。 

 妊婦さんへの指導、助言という部分については、申しわけございませんけれども、福祉

課長のほうから説明させていただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 出産祝金に関する周知の方法でございますが、ただいま町民課長か

ら説明がありましたけれども、保健福祉課のほうといたしましては妊娠届出書、各関係が

妊娠された方から出てきますので、そういうようなときに、または子どもの健診でこの出

産祝金の周知をしていけるというふうに考えておりますので、そういうような機会を設け

まして周知をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 同じ説明資料の（２）のイなのですけれども、妊娠、出産というのは、私は
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想像するしかないのですけれども、周りを見てもやっぱり大変な環境に女性の方が入られ

ていくということで、周りからいろいろサポートしていかなければならないことだと思い

ます。ちょっと聞いてみたいのですけれども、イの適当でないと認めるということは具体

的に何か例示していただくことができるのでしょうか、こういった場合は。転入、転出に

関する以外にです。お願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 対象者の除外、（２）のイの除外規定のお話のことを言っているのかなとい

うふうに思います。これにつきましては、正直申し上げまして、どういうようなことが考

えられるかという部分について即答はできないような状況にあります。ただ、子どもをし

っかりと育てていっていただきたいということであります。この祝金の部分について、例

えば一時的に、先ほどもいろんな議論がありましたけれども、一時的に転入をしてきて、

生まれてすぐ出ていくというようなことの部分を避けていただきたいという部分があっ

て、それと養育の状況が本当にほったらかしで誰か親にでも見てもらっていて、本人は養

育していないだとか、そういうような場合にはしっかりとそのお子さんを自分みずからが

子どもを育てるという意味からしていただきたいということがありますので、もしそうい

うようなことがあるとすれば、これは祝金を贈呈する者になかなか値しないのではないだ

ろうかというようなことで、特定はしておりませんけれども、もしそういうような事案が

いろんな形で出た時点ではそういう方については残念ながら祝金というものの対象者から

除外をしたいと、このような考え方から１項目こういうものを設けさせていただいたと、

こういうことでございます。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 子どもの出産、これ本当に私たちの住んでいる自治体としても、私たちの地

区から、私たちの町から子どもの生まれる状況を何とかつくっていただきたい。また、そ

ういった環境を充実させるということでこの条例が出てきたことは大変よくわかります。

私たちの議会報告会の中でも、よくここまで判断したなという声もございます。ところが、

私も十分それは本当に感じておりますが、３子目、４子目といった子どもの数の問題に入

ってみますと、今まで同僚議員も発言されてきたように、周りを見てもなかなかいないの

です。そのぐらい今、産院というのですか、そういった条件を考えても、またご主人を含

めて就労環境を考えても、これは子育てをするということは大変なことだと思います。そ

ういったことで、今回第１子、第２子、第３子、第４子、第５子まで含めてこの金額が出

ているのですけれども、第５子となると本当に考えられないような数字だと思います。そ

れで、あえて第３子含めて、第４子ももちろんなのですけれども、もう少しこの金額を増

額していかなければというふうに思います。子育ての環境、そして子どもを産む環境を充

実させるためにも、今回の条例は本当にいいことだと思うのですけれども、それでもあえ

て私は増額するべきだと思います。そういったことの要望も含めて、この点についてもう
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一度ご返答いただければということで、よろしくお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問といいますか、内容についての検討というようなことで

のご指摘かと思います。先ほど議員の方の質問にもありましたとおり、そのことについて

町長がお答えになったとおりでございますけれども、現行が一律５万円、第１子、第２子

等にかかわらず一律５万円ということでなっております。改正の内容だけ見ますとそのよ

うな観点もあろうかと思いますけれども、現行の一律、第何子にかかわらず１子につき５

万円ということから考えた中では、第１子については２倍、第２子目については４倍、第

子目については６倍、第４子目については10倍といった中で、それぞれ状況の中での増額

を図ろうということで考えた内容であります。おっしゃるとおり、第５子目以降について

はなかなか厳しいというか、難しい環境にあるのだろうということのご指摘でございます

けれども、そういう中にありましても町内におかれましては第５子の方を家族皆さんがお

育てになっているといった状況もございます。こういったことも鑑みながら、また今後多

くのご家庭で多くのお子さんを育てていただきたいという、そういった思いもございます

ので、そういった形で第５子目以降については特にこのような形で金額の設定をさせてい

ただいたということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 ただいま提案されました出産祝金制度、先ほども町長のほうからも説明あり

ましたけれども、人口減少対策、それから子育て支援ということでは他町に先駆けて非常

に積極的に実施しているということで、私もすばらしい制度だと思っています。そういう

中で、この夏実施されました婚活事業で幸いにも１組、浦幌に定住された、結婚された方

がおられますが、浦幌に来るとこんなにすばらしい歓迎してもらえるのですねという、こ

の制度に本当に驚いておりました。そういう中で、私もすばらしい制度の制定を賛成する

ものなのですが、質問３回までなので、２点ほど質問したいのですが、まとめてさせてい

ただきます。 

 まず、条例のほうですが、第２条の（２）、（３）の関連なのですが、解釈をどのように

したらいいのか。（２）で６カ月以上住民登録がされている者、または出産日に本町に住民

登録がされており、かつ引き続き６カ月以上経過した者となっています。次の（３）で出

産日からその子を30日以上養育している者と、これ２つあるのです。どのように解釈した

らいいのかなということが１点です。 

 それから、説明資料です。６ページの説明資料で（３）番目、ここのところに、（３）の

最後の行ですが、転入者における本町以外で生まれた子は数に含めないこととしますとい

うことです。例えば２人お連れになって浦幌に移住されたと、３人目生まれても浦幌に来

て生まれたのは第１子だと、そういう考え方だと思うのですが、その辺のことを確認をし

ておきたいと思うので、２点お願いします。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 まず、１点目の対象者の要件という形になろうと思います。これは、従前

から決めている条項でございまして、出産したとき、そのときに既にもう６カ月以上浦幌

町に居住し、住民登録がある方がまず１点目の条件であります。出産後、生まれたお子さ

んをしっかりと30日以上、先ほどもちらっとお話ししましたけれども、一応30日というふ

うには決めてありますけれども、日の明ける部分で30日以上しっかりと育てていると、自

分の手元のところで育てているというような確認ができたときに初めて贈呈をする対象者

としますということで、これについては従前からある規定でございます。 

 それと、数に含めないという部分でございますけれども、これにつきましては、この出

産祝金はあくまでも浦幌町が贈呈する祝金であるという、その観点から、他町でお生まれ

になったお子さんを数に含めるという形になりますと、例えば転入された方に既にお子さ

んが２人いて、３人目がここでお生まれになったということになりますとその子は第３子

というのですか、３番目の子という形になります。そうすると、今の規定でいきますと３

番目ですから当然30万円だとか、そういう金額になってまいります。でも、今説明をいた

しましたように、あくまでも浦幌町の出産祝金だということの中で、浦幌町でお生まれに

なった子のみの、例えばそれが浦幌町で、２人お生まれになって他の町村から来ていて、

浦幌町で３人目が生まれ、４人目が生まれるという部分においても第１子、第２子という

ようなことで、子どもの数を浦幌町でお生まれになった子というふうに特定をするという

意味合いから数に含めない、要するに浦幌町の出産祝金だという概念から含めないという

形で提出をしているということでございます。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 ２点目の件なのですが、説明内容も私の解釈も同じなのですが、ただちょっ

と残念だなと思うのは、２人お連れになって浦幌へ転入された。第３子目が生まれたから、

第１子目としての祝金だよと、それはわかるのです。ただ、第１子、第２子は浦幌で祝金

出していないけれども、浦幌の人口ふえるのです。ですから、第１子、第２子の祝金出し

ていないけれども、もし第３子を産んでもらえたら第３子の祝金だけで済むけれども、人

口増なのです。ですから、そういう考え方では非常に残念だなと私は思うのです。行政と

しては浦幌としての出産祝金だと言われますけれども、人口減少対策、子育て支援対策と

してはちょっと私は残念な部分あるのですが、町長、いかがですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 人口増ということについては、我々も当初検討させていただきました。ただ、

実子であるということの確定がなかなか難しいというのもあります。というのは、養子縁

組してこられたという方もいますし、実子ではないというケースもあります。いろんなや

つをたどるときにどうするのかという問題もありまして、戸籍をずっとさかのぼらないと
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ならないと、厳密にいえばそういうこともありまして、ほかの他町村で生まれた人はほか

のまちで生まれたときに出産お祝金を既にもらっている方もいらっしゃるということもあ

ります。いろんなケースを想定しながら、やはりこれは浦幌町でお生まれになった方に限

定するしかないなということで、このたび限定をさせていただいたということであります。

３人目、４人目を浦幌町で産んでいただいて、本町で生まれなくても人口増に貢献してい

るのではないかというご意見はまさにそのとおりだと思いますけれども、いろんな条件を

考え合わせた場合に、どうしても特定ができないということがありまして、そういうこと

からして今浦幌町で実際にお生まれになった方からカウントというか、それを第１子、第

２子というふうに数えようということになりました。いろいろ検討させていただいたので

すけれども、いろいろ難しい問題がありまして、浦幌町だけ、浦幌町で生まれた方という

ことで特定をさせていただいたということであります。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 説明される内容はよくわかりました。 

 質問が１点目のほうに戻ります。先ほど課長の説明の中で、前からこの内容であったと

いう中で、その解釈をわかりやすくしていただきたいと申し上げたのですが、今町長がお

話あったように、第１子、第２子の出生が確定できないというようなお話ありましたよね。

私も解釈としては、この条例のほうの６カ月以上住民登録されている問題と30日以上養育

している問題というのは、もし30日以内なり養子とか、そのような条件あったときには対

象外になると、そういう意味も含まれているのかなと、そのことを思っていたものですか

ら、そういう説明があるのかなと思っていました。ただ、条例の内容については私は理解

しますから、それはいいのですが、そういうことも含めてのこの条例の２条の（２）、（３）、

そういうこともあるということの想定での規定かなというふうに解釈していますが、よろ

しいですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 ここの部分につきましては、先ほど来からも申し上げておりますように、

浦幌町で長く住んでいただきながら子どもを育てていただきたいという一つのそういう願

いの基準でありまして、他から来て、そこで生まれてからまた出ていくというようなこと

ではなくて、そういうような一つの条件を満たして、今後も長く住んでいただきたいとい

うようなことを一つの条件としているということで、今おっしゃられたとおりの話だとい

うふうに理解をしております。 

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） 
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〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第１号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１０ 議案第２号 

〇田村議長 日程第10、議案第２号 浦幌町職員の給与に関する条例の一部改正について

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書の16ページをお開き願います。議案第２号 浦幌町職員の給与に

関する条例の一部改正について。 

 浦幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成28年２月12日提出、浦幌町長。 

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

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

って説明をさせていただきます。説明資料の10ページをごらん願います。 

 浦幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １、改正の趣旨でございます。平成27年度人事院勧告に準じた給与の改正並びに平成26年

度人事院勧告における給与制度の総合的見直しに伴う改正を行うものでございます。 

 次に、２の改正の内容でございます。（１）第１条でございます。職員の勤勉手当の支給

率を0.1月分引き上げ、12月支給分を0.75月分から0.85月分とし、再任用職員の勤勉手当の

支給率を0.05月分引き上げ、12月支給分を0.35月分から0.4月分とする。 

 新旧対照表につきましては、11ページに記載してございますので、後ほどご参照願いま

す。 

 次、（２）第２条関係でございます。①、宿日直手当の額を引き上げ、職種ごとに規定す

るものでございます。改正前につきましては一律4,600円としてございましたが、管内状況

等を勘案し、看護師につきましては7,600円、看護助手6,500円、介護員等が5,000円という

ことでそれぞれ改正するものでございます。 

 次、②、職員の勤勉手当の支給率を６月、12月支給分をそれぞれ0.8月分とし、再任用職

員の勤勉手当の支給率を６月、12月支給分をそれぞれ0.375月分とする。 

 ③、行政職給料表を平成26年度人事院勧告の給与制度の総合的見直しによる平均２％の

引き下げを行った上で、平成27年度人事院勧告による平均0.4％引き上げるものでございま

す。内容といたしましては、世代間の給与配分の観点から若年層に重点を置く内容となっ
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てございます。 

 次、④でございます。平成22年度の人事院勧告に基づきまして、55歳を超える行政職給

料表６級に格付されている者に対します支給額につきましては当分の間1.5％減額される

こととなっておりましたが、見直しにより平成30年３月31日までとするものでございます。

次に、参考でございます。勤勉手当でございます。現行の６月、12月期の支給率、第１条

関係、平成27年度の支給率、第２条関係、平成28年度以降の支給率について表にして記載

してございますので、後ほどご参照願います。 

 なお、第２条関係の新旧対照表につきましては12ページから13ページ、給料表の新旧対

照表につきましては14ページから18ページに記載してございますので、後ほどご参照願い

ます。 

 次に、３、施行期日でございます。公布の日から施行し、平成27年12月１日から適用す

る。ただし、第２条の規定につきましては、平成28年４月１日から施行するものでござい

ます。 

 次に、４、経過措置でございます。給料の切りかえにより減額となるものについては、

平成30年３月31日までの間差額を支給する。２年間の現給保障でございます。 

 このことにつきましては、14ページをごらん願います。改正前の給料表と改正後の給料

表が載ってございますが、改正前、３級の８号俸を見ていただきたいと思います。23万

7,500円となってございます。改正後につきましては、３級の８号俸でございますが、23万

7,400円ということでございまして、30歳前半以降の方が減額ということになります。減額

された方につきましては、それぞれ２年間現給保障されるということでございます。 

 なお、参考でございますが、本条例の改正にかかわりまして関連の補正予算をご提案さ

せていただいております。条例改正に伴いまして、関連する全職員の人件費は一般会計及

び８特別会計を合わせまして388万2,000円となるものでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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。 
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    ◎日程第１１ 議案第３号 

〇田村議長 日程第11、議案第３号 浦幌町墓地使用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。 

〇泉町民課長 議案第３号 浦幌町墓地使用条例の一部改正について。 

 浦幌町墓地使用条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成28年２月12日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。浦幌町墓地使用条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町墓地使用条例（昭和28年浦幌町条例第14号）の一部を次のように改正する。 

 以下の条文につきましては、朗読を省略させていただきます。 

 説明につきましては、別紙、議案説明資料により説明をさせていただきます。議案説明

資料の19ページ、条例説明資料並びに20ページから22ページの新旧対照表により行います

ので、ごらんをいただきたいというふうに思います。 

 まず最初に、議案説明資料をごらん願います。19ページでございます。浦幌町墓地使用

条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １、改正の趣旨、町が管理する墓地について、使用者についての規定及び管理に係る規

定について所要の整備を図るため、浦幌町墓地使用条例（昭和28年浦幌町条例第14号）の

一部を改正するものでございます。 

 ２、改正の内容についてでありますけれども、この部分につきましては20ページから掲

載しております新旧対照表により行いますので、そちらをごらんいただきたい、このよう

に思ってございます。 

 浦幌町墓地使用条例新旧対照表、改正後をごらんいただきたいというふうに思います。

まず、第１条では目的を掲載してございます。 

 第２条では、使用者の資格について、本町に住所を有する者、さらには町長が特に認め

る者を規定し、その中には町外に住所を有する方等を認めることとしているものでござい

ます。この等には、法に定める公益社団法人及び公益財団法人、さらにはこれに準ずる団

体で町長が認める者も含めるということを考えてございます。 

 第３条第２項では、使用の許可をする場合において、墓地の管理上必要があるときは使

用者に対して条件を付することや制限を設けることができるとしているものでございま

す。 

 第４条では、墓地の使用許可面積について規定をしてございます。 

 第５条第１項第１号は貴老路墓地、第２号は厚内墓地について、１区画当たりの面積が

小さいことから、２区画を限度に許可することができるとしております。さらには、第３

号の浦幌墓園、第４号の川流布墓地、第５号の常豊墓地については、比較的面積がある区

画となっておりますので、１区画を限度とすることとしております。ただし、特別な事情
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がある場合につきましては、この制限を超えて許可することができるとしております。 

 なお、第５条の使用料の蘭を見ていただきたいと思います。１号の貴老路墓地の１区画、

２坪２合５勺というふうになってございます。今回この改正とあわせて平方メートルとい

いますか、下が全て平方メートルになってございますので、これに合わせて改正をすると

ころでございましたが、遺漏してございます。それで、この面積につきましては7.4平米と

いうことでご理解をいただきたいと思います。今後また機会があってこの条例を改正した

ときに修正をしたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

 次に、第６条では使用権について規定をしてございます。条文中の「本町を退去し」と

いう文言を「本町を転出し」というふうに表現を改めさせていただいております。 

 第７条では、使用権の承継について規定をしています。使用権を有する者を変更した場

合については、町長に届け出なければならないということを明確にし、承継する者があら

われない場合については満５年を経過したときに使用権が消滅するというふうに規定をい

たします。 

 第８条では、墓地の返還について規定をしてございます。墓地の使用権を得た者がその

異様を廃止または不用となったときは墓地を原形に復して返納しなければいけませんとい

うふうな規定でございます。 

 第９条には、使用料が定められている墓地以外の当該墓地を使用できる場合について、

行旅死亡人仮埋葬に限定をするというふうにしてございます。現行では改正前の第７条の

ところに公の救助を受ける者または貧困にして使用料を納付する能力がないものと町長が

認めた者、この方も含むとされておりましたけれども、この方々につきましては町長が特

に認めたときに使用料を免除することができるという改正後の第10条で措置ができるもの

というふうに考えてございまして、これらを現行の規定から除外するものでございます。 

 次に、第11条には使用地の変更または返還について規定をしてございます。町長は、墓

地の管理または業務執行上必要があるときは、使用地の全部または一部について変更また

は返還及び改葬を命じることができるというふうに規定をしてございます。その場合にお

いての費用については、町のいかなる理由からということでありますので、町において負

担することを規定するというふうになってございます。 

 次に、本則に13条として規則への委任規定を設けてございます。 

 施行期日につきましては、この条例の公布の日から施行する。 

 経過措置といたしまして、この条例の施行前に許可がなされたものにつきましては、な

お従前の例によるという取り扱いをするということでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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１２ 議案第４号 

〇田村議長 日程第12、議案第４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。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 議案書の24ページをごらん願います。議案第４号 財産の取得について。 

 次のとおり財産を取得することについて、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28年２月12日提出、浦幌町長。 

 １、取得する財産、平成27年度浦幌町南町団地公営住宅。 

 ２、取得財産の表示、所在地、十勝郡浦幌町字南町14番地２、戸数、１棟６戸、構造、

鉄筋コンクリート造２階建て、延べ床面積、494.88平方メートル、１階部分につきまして

は262.35平方メートル、２階232.53平方メートル。 

 ３、取得価格、１億3,774万9,000円。 

 ４、取得先、北原・宮本・岡田設計建設グループ、代表企業、十勝郡浦幌町字合流133番

地、株式会社北原建設代表取締役、北原晃夫、構成員、十勝郡浦幌町字宝町４番地１、宮

本建設有限会社代表取締役、宮本政司、札幌市中央区南11条西15丁目２番１号、株式会社

岡田設計代表取締役社長、岡田幸生。 

 仮契約年月日につきましては、平成28年２月５日でございます。 

 本議案内容につきましては、議案説明資料の23ページをごらん願います。１、財産取得

の趣旨でございます。平成27年第２回町議会定例会におきまして、公営住宅買取事業に関

する協定の締結について議決をいただきました平成27年度浦幌町南町団地買取事業につき

まして、平成28年１月29日に工事を完了いたしましたので、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条の規定に基づき、町議会の議決を経ようとする

ものでございます。 

 ２、財産取得の内容でございます。①、財産取得の内容につきましては、買い取り公営

住宅及び附帯施設でございます。②、買い取り公営住宅住宅の型式、戸数につきましては、

1ＬＤＫが２戸、２ＬＤＫ４戸、計１棟６戸。附帯施設といたしまして、周辺外構及び街灯
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１基でございます。③、取得の相手方につきましては、北原・宮本・岡田設計建設グルー

プでございます。 

 今後のスケジュールの予定といたしまして、本議会において議決をいただいた後、２月

下旬、売買本契約を締結、その後建物表題登記を経まして、３月上旬に入居開始の予定と

しております。 

 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。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時１６分  休憩 

午前１１時２９分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 
 

    ◎日程第１３ 議案第５号 

〇田村議長 日程第13、議案第５号 平成27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。 

〇大山総務課長 議案第５号 平成27年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成27年度浦幌町の一般会計補正予算（第13回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 
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 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ384万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ64億8,786万8,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成28年２月12日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては、説明を省略

させていただきます。 

 次に、５ページをごらん願います。歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきま

しても説明を省略させていただきます。 

 今回の補正につきましては、本日議決を賜りました議案第２号 浦幌町職員の給与に関

する条例の一部改正についてにかかわります人件費につきまして一般会計及び８特別会計

を合わせまして388万2,000円を追加するものでございます。 

 次のページをごらん願います。７ページでございます。２、歳入、17款繰入金、２項１

目基金繰入金384万円を追加し、２億9,401万2,000円。 

 次のページをごらん願います。３、歳出、１款１項１目議会費２万5,000円を追加し、

7,955万円。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費56万7,000円を追加し、２億8,932万

1,000円。 

 ８目支所費５万6,000円を追加し、2,005万1,000円。 

 ２項徴税費、１目税務総務費12万9,000円を追加し、2,931万2,000円。 

 ３項１目戸籍住民登録費７万4,000円を追加し、1,937万4,000円。 

 ５項統計調査費、１目統計調査総務費６万1,000円を追加し、1,329万4,000円。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費28万2,000円を追加し、３億3,453万

8,000円。 

 ７目後期高齢者医療費４万1,000円を追加し、１億1,694万7,000円。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費５万7,000円を追加し、1,527万4,000円。 

 ３目認可保育園運営費21万円を追加し、8,128万7,000円。 

 ４目へき地保育所運営費７万8,000円を追加し、3,432万円。 

 ６目子ども発達支援センター運営費７万6,000円を追加し、1,858万9,000円。 

 ８目子育て支援センター費８万2,000円を追加し、1,652万2,000円。 

 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費８万1,000円を追加し、１億8,243万円。 

 次のページをごらん願います。３目老人ホーム費15万2,000円を追加し、１億8,812万

8,000円。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費10万8,000円を追加し、２億1,512万

7,000円。 

 ３目環境衛生費３万1,000円を追加し、3,077万3,000円。 
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 ５目医療対策費34万8,000円を追加し、8,907万2,000円。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費12万1,000円を追加し、3,641万

3,000円。 

 ２目農業総務費18万9,000円を追加し、4,153万6,000円。 

 ９目地籍調査費１万1,000円を追加し、6,107万円。 

 ２項林業費、１目林業総務費１万6,000円を追加し、1,908万3,000円。 

 ３項水産業費、１目水産業総務費４万2,000円を追加し、913万円。 

 ７款１項商工費、１目商工振興費10万円を追加し、１億5,686万5,000円。 

 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費７万6,000円を追加し、2,265万9,000円。 

 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費３万2,000円を追加し、4,773万2,000円。 

 次のページをごらん願います。４項都市計画費、２目公共下水道費３万7,000円を追加し、

２億1,513万6,000円。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費11万6,000円を追加し、6,095万円。 

 10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費16万9,000円を追加し、5,783万円。 

 ２項小学校費、１目学校管理費２万5,000円を追加し、8,448万1,000円。 

 ３項中学校費、４目スクールバス管理費４万3,000円を追加し、6,697万9,000円。 

 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費20万6,000円を追加し、5,950万3,000円。 

 ５項社会教育費、１目社会教育総務費７万5,000円を追加し、3,634万5,000円。 

 ７目図書館管理費２万3,000円を追加し、3,878万6,000円。 

 ６項保健体育費、１目社会体育総務費３万9,000円を追加し、1,261万4,000円。 

 ３目給食センター管理費６万2,000円を追加し、8,590万6,000円でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第５号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１４ 議案第６号 

〇田村議長 日程第14、議案第６号 平成27年度浦幌町町有林野特別会計補正予算を議題
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といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、議案の14ページをごらん願います。議案第６号 平成27年度

浦幌町町有林野特別会計補正予算。 

 平成27年度浦幌町の町有林野特別会計補正予算（第３回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

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

を歳入歳出それぞれ１億1,469万円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成28年２月12日提出、浦幌町長。 

 15ページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては、説明を省略さ

せていただきます。 

 次に、16ページをごらん願います。歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきま

しても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、一般会計補正予算と同様、浦幌町職員の給与に関する

条例の一部改正に伴います人件費の補正でございます。 

 17ページをごらん願います。２、歳入、３款繰入金、２項１目基金繰入金４万2,000円を

追加し、2,785万9,000円でございます。 

 ３、歳出、１款１項１目財産管理費４万2,000円を追加し、1,901万9,000円でございます。 

 以上で補正予算の説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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１５ 議案第７号 
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〇田村議長 日程第15、議案第７号 平成27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。 

〇泉町民課長 18ページをお開き願いたいと思います。議案第７号 平成27年度浦幌町国

民健康保険事業特別会計補正予算。 

 平成27年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第３回）は次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９万8,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ９億8,654万7,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成28年２月12日提出、浦幌町長。 

 次のページの19ページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに20ページの歳入歳出補正予算

事項別明細書、１、総括につきましては、省略をさせていただきます。 

 21ページをごらん願います。２、歳入、８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金９万8,000円を追加し、9,498万1,000円。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費９万8,000円を追加し、2,855万

4,000円。 

 いずれも給与改定に伴う人件費、期末、勤勉手当の追加でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第７号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１６ 議案第８号 

〇田村議長 日程第16、議案第８号 平成27年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算
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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。 

〇泉町民課長 22ページをお開き願います。議案第８号 平成27年度浦幌町後期高齢者医

療特別会計補正予算。 

 平成27年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

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

を歳入歳出それぞれ8,495万2,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成28年２月12日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正並びに24ページの歳入歳出補正予算事項別明細

書、１、総括につきましては、省略をさせていただきます。 

 25ページをごらん願います。２、歳入、２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金４万1,000円を追加し、3,894万4,000円。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費４万1,000円を追加し、1,007万

4,000円。 

 いずれも給与改定に伴う人件費、期末、勤勉手当の追加でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「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１７ 議案第９号 

〇田村議長 日程第17、議案第９号 平成27年度浦幌町介護保険特別会計補正予算を議題

といたします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 26ページをお開き願います。議案第９号 平成27年度浦幌町介護保険特別

会計補正予算。 

 平成27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に歳入歳出それぞれ８万1,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ７億307万3,000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。 

 平成28年２月12日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正並びに28ページ、歳入歳出補正予算事項別明細

書、１、総括につきましては、省略をさせていただきます。 

 29ページをごらん願います。２、歳入、６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金８万1,000円を追加し、１億3,380万4,000円。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費８万1,000円を追加し、2,224万

8,000円。 

 いずれも給与改定に伴う人件費、期末、勤勉手当の追加でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第９号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１８ 議案第１０号 

〇田村議長 日程第18、議案第10号 平成27年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 診療所事務長。 
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〇菅原診療所事務長 30ページをごらん願います。議案第10号 平成27年度浦幌町浦幌町

立診療所特別会計補正予算。 

 平成27年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計補正予算（第４回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ34万8,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ２億8,253万5,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成28年２月12日提出、浦幌町長。 

 次のページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに32ページ、歳入歳出補正予算事項別明細

書、１、総括につきましては、省略させていただきます。 

 33ページをごらん願います。２、歳入、１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金34万8,000円を追加し、7,106万3,000円。 

 ３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費9,000円を追加し、4,834万8,000円。 

 ２目医業費33万9,000円を追加し、２億3,380万6,000円。 

 ともに職員の給与条例改正に伴います期末、勤勉手当の増額補正の内容でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第10号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１９ 議案第１１号 

〇田村議長 日程第19、議案第11号 平成27年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 議案書34ページをごらん願います。議案第11号 平成27年度浦幌町公共
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下水道特別会計補正予算。 

 平成27年度浦幌町の公共下水道特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３万7,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ３億3,216万1,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成28年２月12日提出、浦幌町長。 

 35ページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに36ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書、

１、総括につきましては、説明を省略させていただきます。 

 37ページをごらん願います。２、歳入、５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金３万7,000円を追加し、２億1,513万6,000円、一般会計からの繰入金でございます。 

 ３、歳出、２款事業費、１項１目下水道建設費３万7,000円を追加し、6,299万7,000円、

給与改定に伴う人件費の追加でございます。 

 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２０ 議案第１２号 

〇田村議長 日程第20、議案第12号 平成27年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算を

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 38ページをごらん願います。議案第12号 平成27年度浦幌町個別排水処

理特別会計補正予算。 

 平成27年度浦幌町の個別排水処理特別会計補正予算（第１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に歳入歳出それぞれ３万1,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ5,427万3,000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。 

 平成28年２月12日提出、浦幌町長。 

 39ページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに40ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書

の１、総括につきましては、説明を省略させていただきます。 

 41ページをごらん願います。２、歳入、４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金３万1,000円を追加し、2,655万9,000円一般会計からの繰入金でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費３万1,000円を追

加し、1,890万1,000円でございます。 

 このたびの補正につきましては、給与改定に伴う人件費の追加補正でございます。 

 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。 

 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１３号 

〇田村議長 日程第21、議案第13号 平成27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。 

〇小川施設課長 議案書42ページをごらん願います。議案第13号 平成27年度浦幌町簡易

水道特別会計補正予算。 

 平成27年度浦幌町の簡易水道特別会計補正予算（第５回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10万8,000円を追加し、歳入歳出の総額
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を歳入歳出それぞれ３億5,035万4,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成28年２月12日提出、浦幌町長。 

 43ページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに44ページ、歳入歳出補正

予算事項別明細書の１、総括につきましては、説明を省略させていただきます。 

 45ページをごらん願います。２、歳入、３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金10万8,000円を追加し、１億4,688万9,000円、一般会計からの繰入金でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費10万8,000円を追加し、3,307万

6,000円でございます。 

 こちらにつきましても給与改定に伴う人件費の追加でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第13号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇田村議長 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28年第１回浦幌町議会臨時会を閉会いたします。 

閉会 午前１１時５９分 

 


