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平成２８年第１回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

平成２８年３月７日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 ４時１３分 

 

〇議事日程 

 日程第 １ 議会運営委員長報告 

 日程第 ２ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ３ 会期の決定 

 日程第 ４ 諸般の報告（議長） 

 日程第 ５ 常任委員会報告 

 日程第 ６ 行政報告（町長） 

 日程第 ７ 平成２８年度町政執行方針 

 日程第 ８ 平成２８年度教育行政執行方針 

 日程第 ９ 議案第１４号 浦幌町行政不服審査会条例の制定について 

 日程第１０ 議案第１５号 浦幌町行政不服審査法関係手数料徴収条例の制定について 

 日程第１１ 議案第１６号 行政不服審査法改正に伴う関係条例の整理に関する条例の 

              制定について 

 日程第１２ 議案第１７号 地番表示統一に伴う関係条例の整理に関する条例の制定に 

              ついて 

 日程第１３ 議案第１８号 浦幌町職員の退職管理に関する条例の制定について 

 日程第１４ 議案第１９号 浦幌町地域軽スポーツセンターの設置及び管理等に関する 

              条例の一部改正について 

 日程第１５ 議案第２０号 固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 

 日程第１６ 議案第２１号 浦幌町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部 

              改正について 

 日程第１７ 議案第２２号 浦幌町町有住宅使用管理条例の一部改正について 

 日程第１８ 議案第２３号 浦幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の 

              一部改正について 

 日程第１９ 議案第２４号 浦幌町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正につ 

              いて 

 日程第２０ 議案第２５号 教育長の給与、旅費、勤務時間、休暇等及び職務専念義務 

              の特例に関する条例の一部改正について 

 日程第２１ 議案第２６号 実費弁償支給に関する条例の一部改正について 

 日程第２２ 議案第２７号 浦幌町税条例の一部改正について 
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 日程第２３ 議案第２８号 浦幌町行政財産使用料条例の一部改正について 

 日程第２４ 議案第２９号 浦幌町立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正について 

 日程第２５ 議案第３０号 浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例の一部 

              改正について 

 日程第２６ 議案第３１号 浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関する条例 

              の一部改正について 

 日程第２７ 議案第３２号 浦幌町新規就農者誘致に関する特別措置条例の一部改正に 

              ついて 

 日程第２８ 議案第３３号 浦幌町過疎地域自立促進市町村計画について 

 日程第２９ 議案第３４号 定住自立圏形成協定の変更について 

 日程第３０ 議案第３５号 東十勝介護認定審査会共同設置規約の変更について 

 日程第３１ 議案第３６号 東十勝障害支援区分認定審査会共同設置規約の変更につい 

              て 

 日程第３２ 議案第３７号 平成２７年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第３３ 議案第３８号 平成２７年度浦幌町町有林野特別会計補正予算 

 日程第３４ 議案第３９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３５ 議案第４０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３６ 議案第４１号 平成２７年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第３７ 議案第４２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３８ 議案第４３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３９ 議案第４４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４０ 議案第４５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 

    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 
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    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   松  田  泰  一 

          教  育  長      久  門  好  行 

     教 育 次 長   鈴  木     広 

 

    農業委員会 

     会    長   小  川  博  幸 

          事 務 局 長      前  田     勇 

 

    監 査 委 員 

     代表監査委員   神  谷  敏  昭 

 

〇出席議会事務局職員 

     局    長   新  川  寿  雄 

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

    ◎開会の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は10名です。 

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

定例会を開会いたします。 

 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 直ちに本日の会議を開きます。 

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

します。 

 

    ◎議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 河内委員長。 

〇河内議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。 

 平成28年２月22日をもって招集されました平成28年第１回浦幌町議会定例会の運営につ

いて、去る２月29日午前に開催した議会運営委員会の審議結果について報告をいたします。 

 委員会には委員全員と正副議長出席のもと、理事者の出席を求め、本定例会に提出され

る議案の説明を受け、日程等について協議をいたしました。議案等の提案予定件数は、町

提出は42件で、内容は平成28年度町政執行方針及び教育行政執行方針、一般議案23件、平

成27年度補正予算案９件、平成28年度予算案９件、同意案件１件であります。議会提出は、

発委、発議等であります。以上の内容を踏まえ、会期は本日３月７日より３月16日までの

10日間でお願いをいたします。次に、一般質問でありますが、３月11日午後６時からナイ

ター議会として行い、通告については明日８日正午までお願いをいたします。なお、ナイ

ター議会の開催につきましては、理事者を初め、各執行機関の長及び説明員の皆様にもご

理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げます。 

 本日は、諸般の報告、常任委員会報告、行政報告、平成28年度町政執行方針及び教育行

政執行方針に続き、一般議案第14号から第36号までの23件、平成27年度一般会計ほか各特

別会計補正予算案の議案第37号から第45号までの９件の審議を予定しておりますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

 次に、議事録署名議員につきましては、順番に指名されるよう議長に申し入れを行って

おります。 

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

ようお願い申し上げます。 

 以上、議会運営委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 



- 5 - 
 

 

    ◎日程第２ 会議録署名議員の指名 

〇田村議長 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期会議録の署名議員は、会議規則第125条の規定により、８番、河内富喜議員、９番、

阿部優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16日までの10日間にしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から３月16日までの10日間と決定をいたしました。 

 

    ◎日程第４ 諸般の報告 

〇田村議長 日程第４、諸般の報告を事務局長より行わせます。 

〇新川議会事務局長 報告をいたします。 

 今期議会の説明員につきましては、平成28年２月22日付で町長並びに教育委員会委員長、

農業委員会会長、代表監査委員に出席の要求をいたしております。 

 次に、平成28年２月12日から平成28年３月６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。 

 なお、監査委員から提出のあった平成27年11月分から平成28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。 

 以上で報告を終わります。 

〇田村議長 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第５ 常任委員会報告 

〇田村議長 日程第５、常任委員会報告を許します。 

 総務文教厚生常任委員会、阿部委員長。 

〇阿部総務文教厚生常任委員長 委員会調査報告書。 

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

の規定により報告いたします。 

 １、調査事件、番号法（マイナンバー法）施行に伴う個人情報の取り扱いについて。 

 ２、調査実施期日、本調査については平成28年２月３日で、事前、事後研修については

記載のとおりです。 

 ３、調査の経過と結果、今回の調査は事前研修、事後研修、本調査を合わせ４回の委員
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会を開催し、調査を行いました。マイナンバー法の施行に伴い、本町が実施する情報セキ

ュリティー対策、行政手続及び特定個人情報の取り扱いにおいて町民の不安を解消し、個々

の不利益とならないよう調査を実施しました。報告書に記載の（１）から（３）について

は調査で説明のあった内容で、記載のとおりでありますが、情報セキュリティー、行政事

務における特定個人情報、ＴＡＳＫシステムネットワークと、それぞれ内容から対応され

ております。調査内容については、記載のとおりとなっておりますので、ごらんおき願い

ます。 

 所見、これまでも個人情報の取り扱いについては情報セキュリティー、個人情報保護条

例などを中心とした事務処理及びネットワーク管理の安全対策を町は講じてきたが、マイ

ナンバー法の施行に伴い、情報セキュリティーでは関連する規程、セキュリティーポリシ

ー、計画等の改正をし、個人情報を取り扱う事務処理としては個人情報保護条例の一部改

正や基本方針、取り扱い規程などを制定し、対応している。また、ＴＡＳＫシステムネッ

トワークでは、情報系端末や基幹系端末に分けるなどの対応をし、情報漏えいの対策を講

じるとされているが、各課（所属）においてのチェック体制を整えることも必要であると

思われる。今後は、マイナンバー法施行に伴い、情報セキュリティー及び特定個人情報の

取り扱いは、改正及び新規制定された例規などに基づき適正に処理され、またＴＡＳＫシ

ステムネットワークについても情報の機密性、完全性及び可用性を維持するために適正に

対応されるよう取り組まれたい。 

 以上、総務文教厚生常任委員会報告とさせていただきます。 

〇田村議長 これで常任委員会報告を終わります。 

 

    ◎日程第６ 行政報告 

〇田村議長 日程第６、行政報告を許します。 

 町長。 

〇水澤町長 行政報告を行います。 

 平成28年２月12日から平成28年３月６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のその他につきましては、ジャガイモシストセンチュウの発生確認について報告をさ

せていただきます。本町では初めて、また十勝管内では７例目となるジャガイモシストセ

ンチュウが町内の畑１カ所で確認されました。発生確認につきましては、十勝農協連農産

化学研究所に依頼していた次年度馬鈴薯植えつけ予定圃場の土壌検査の結果、本年２月２

日に疑似案件が確認され、同月10日、北海道農業研究センターにおいて疑似案件がジャガ

イモシストセンチュウであると確認されたものです。ジャガイモシストセンチュウは、人

体に害がないものの、馬鈴薯の根に寄生して養分を吸うため、蔓延してしまうと大幅な減

収となるなど大きな影響を受けることから、浦幌町農業協同組合において発生確認後、全

組合員を対象とした説明会等が開催されております。また、浦幌町農業協同組合、町、十
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勝農業改良普及センター十勝東部支所ほか農業関係機関で組織するＪＡうらほろジャガイ

モシストセンチュウ対策本部を立ち上げ、初期段階での取り組みについて協議を行ったと

ころです。今後におきましては、融雪後、発生地域を中心とした細かな土壌検診を実施し、

発生状況を確認するとともに、その結果を踏まえた洗浄対策、ジャガイモシストセンチュ

ウの抵抗性品種導入等の営農技術対策、普及啓発など対策本部を中心に蔓延防止に向けた

対策を実施してまいります。 

 以上、ジャガイモシストセンチュウの発生確認についての報告といたします。 

 以上で行政報告を終わります。 

〇田村議長 これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第７ 平成２８年度町政執行方針 

〇田村議長 日程第７、平成28年度町政執行方針の説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 町政執行方針を行います。 

 平成28年第１回町議会定例会の開会にあたり、町政執行方針を申し上げます。 

 昨年は、「浦幌町第３期まちづくり計画」の期間であります10ヶ年の中間年を迎え、基本

計画の見直しと後期実施計画を策定し、本年がそのスタートの年であり、引き続きメイン

テーマであります「みんなの知恵・世代を超えて創るまち」を基本に、常に町民の目線に

立ち、町民参加による協働のまちづくりを推し進めてまいります。 

 現在、日本が置かれている環境は内外において決して安定している状況にはなく、特に

昨年10月ＴＰＰ交渉が大筋合意をし、本年２月には参加国による署名が行われ、各国にお

いては国内の承認に向けた取組が進められているところであります。国は大筋合意後、「Ｔ

ＰＰ総合対策本部」において、これまで合意内容とそれに対応した「総合的なＴＰＰ関連

政策大綱」を決定し、その説明を全国各地で行っているところでありますが、特に農林水

産物については、時間をかけて関税削減や輸入枠増となるものなど、地域の農林水産業へ

の長期にわたる様々な影響が懸念されており、農林水産業者をはじめ、地域における不安

や懸念の声を、払拭するまでには至っておりません。ＴＰＰ協定の影響が相当な長期に及

び、今後、新たな影響や課題が明らかになることも考えられることから、今後も町議会を

はじめ関係機関・団体と連携を強め活動を行っていくとともに、国の施策等動向を注視し、

適切に対応してまいりたいと考えているところであります。 

 一昨年11月にまち・ひと・しごと創生法が施行され、国全体で少子高齢化の進展に的確

に対応し、人口減少に歯止めをかける施策を総合的かつ計画に実施することになりました

が、本町におきましても「浦幌町第３期まちづくり計画」との整合性を図りながら「浦幌

町人口ビジョン」と「浦幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定してまいりました。 

 急速な少子高齢化の進展や人口減少社会の到来など、地方を取り巻く環境は、一層厳し

さを増しており、子供から大人まで安心して暮らせるまちづくりを推し進めることが、私
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の責務と考えているところであります。 

 また、国においては、公共施設等の老朽化対策等が大きな課題となっており、本町も人

口減少により公共施設等の利用需要が変化していくことが予想され、長期的な視点で、更

新や長寿命化などを計画的に行うことにより財政負担の軽減や平準化をすることが必要と

考えており、公共施設等総合管理計画の策定を進めてまいります。 

 国の平成28年度当初予算では、過去最大の96兆7,200億円という予算が編成され、地方が

求めてきた地方創生に必要な財源確保については、「まち・ひと・しごと創生事業費」を引

き続き１兆円確保するとともに、新型交付金について、平成27年度補正予算「地方創生加

速化交付金」1,000億円及び平成28年度当初予算「地方創生推進交付金」1,000億円が計上

されたところですが、その財源確保については、地方交付税等にどの様に影響するのか、

懸念しているところであります。 

 このような状況の中、平成28年度予算においては行政の効率的運用と財政基盤強化を図

るため「財政の健全化」に努め、浦幌町第３期まちづくり計画後期計画を基本に予算編成

を行ったところであります。 

 一般会計予算は、総額62億200万円で前年度当初予算比につきましては、平成27年度が骨

格予算であったため、３億7,700万円6.5％増、８特別会計を合わせた総額は91億6,092万円

であり、前年度当初予算比５億3,668万円6.2％増となっております。 

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

当課長等から説明させますが、主要な施策について申し上げたいと存じます。 

 産業の振興について申し上げます。 

 昨年、農産物については、春先からの天候不順と少雨で作柄が心配されたものの、小麦

はこれまでの最高の収量となり、他の作物は豆類の一部を除き全般的に良好な作柄の一年

となり、畜産物においても、乳価や肉用牛価格の高値に支えられるなど、本町における農

業生産額は、３年続けて大変好調な出来高となりました。 

 しかしながら、穀物価格、肥料・農薬などの生産資材価格等の高止まりが続くなど厳し

い経営環境は変わらないことから、こうした農業情勢を鑑みつつ、本年度も引き続き良質

な有機物の生産奨励をはじめとする各種支援事業の実施と担い手不足に対応すべく新規就

農者への支援策を通じて本町農業の活性化を図っていくとともに、先月本町で初めて確認

されたジャガイモシストセンチュウに対しましても、関係機関で組織する対策本部を中心

にまん延防止対策に万全を期してまいります。 

 また、食育基本法が唱えている様々な経験を通じ「食」に関する知識、「食」を選択する

力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる「食育」を推進するため

関係部署が連携し、食育推進計画の策定に向け取り組んでまいります。 

 農地基盤の根幹をなす生産基盤の整備につきましては、引き続き合流地区道営畑地帯総

合整備事業を推進するとともに、近年の長雨傾向に対処するため町単独事業により明渠、

暗渠排水の圃場整備や圃場の透排水性の改善を図るための補完的整備として心土破砕事業
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を引き続き実施してまいります。 

 これらの取組が一助となって、今年も豊穣の出来秋が迎えられますことを念願してやま

ないところであります。 

 畜産につきましては、生乳生産量においては、酪農家の皆さんの日々の努力のもと、前

年を上回る乳量で推移しており、乳量回復の傾向はあるものの、離農による生産基盤の弱

体化など不安は尽きない状況が続いております。個体販売においては、肉用牛のほか乳用

牛においても前年を大きく上回る高値取引が続いており、肉用牛では繁殖農家にとっては

好調な一方、肥育農家の経営が圧迫される状況となり、乳用牛においても高値による買い

控えが懸念されるなど、酪農・畜産を取り巻く環境は変わらず厳しい状況にあります。 

 本年度においても、優良後継牛の確保を目的とした生乳生産基盤強化対策事業をはじめ、

良質な自給飼料の確保、肉用牛の資質向上を促進するための各種対策事業を引き続き実施

し、酪農・畜産経営の安定と生産基盤の強化を図ってまいります。 

 また、韓国をはじめ近隣諸国では、口蹄疫等の家畜伝染病が継続して発生しており、ウ

イルスの侵入リスクは依然高い状況であることから、家畜伝染病自衛防疫推進事業に対し

ましても、継続的に支援を実施してまいります。 

 模範牧場においては、引き続き産業機械等の計画的な整備を進め、預託牛の発育増進を

図りながら、酪農家の生産基盤の安定確保に努めてまいります。 

 林業につきましては、木材市況が安定した価格水準を維持していることから、主伐や間

伐による素材生産も堅調に推移しており、木材工場の受注量も順調な動きとなっておりま

す。 

 昨年より検討を重ねてきた森林認証取得に向けた取組は、本審査が終了し、本年中に認

証林として認定を受ける見込みとなっており、この認証取得により、十勝地域では道有林

及び町有林を含む一般民有林を合わせ約17万ヘクタールの森林が認証林となる見込みとな

っております。今後は木質バイオマスによる発電事業も本格化し、より一層の木材需要の

高まりによって既存の木材工場との競合が懸念されていることからも、森林認証の取得を

契機に、十勝地域が一体となった森林の維持管理を進め、木材の安定的な生産に努めるこ

とが重要なことと考えております。 

 また、近年不足傾向であった造林用カラマツ苗木につきましては、平成28年度の需要量

に対し供給量が上回る見込みであるとの状況が報告されていることから、今後は伐採跡地

への再造林に向けた取組を関係機関と連携し推進に努めるとともに、町費補助事業である

植栽、下草刈及び除間伐に対する支援を継続し、健全な森林の育成のために必要な施業に

支援してまいります。 

 漁業につきましては、本町の太宗漁業である秋さけ定期網漁が、昨年、盛漁期に台風及

び低気圧の影響により漁網破損被害を受け、前年より漁獲量が下回りました。また、しし

ゃも漁は、悪天候で出漁日数が少なかったことから３年連続の不漁となり、その他の魚種

も含め相次ぐ気象変動による悪影響も重なるなど、総体的な水揚げ高の低迷が続いており、
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漁業を取り巻く環境は依然として厳しい状況下にあります。 

 こうした中、活力ある水産業の確立に向け、国から承認を受けた「浜の活力再生プラン」

の取組方針により、種苗中間育成・放流による「つくり・育てる漁業」を推進するための

事業に引き続き支援するとともに、漁場の環境保全及び漁獲向上のため、漁船機器導入等

に対する助成事業をはじめ、各種支援事業を継続して実施してまいります。 

 また、昨年の低気圧等による漁網被害への対策として、漁網を購入するさけ定置網漁業

者の借入金に対する利子補給事業を新たに実施してまいります。 

 厚内漁港の整備につきましては、漁港の機能診断が実施されることから事業主体である

北海道と連携を図りながら、着実に整備促進が図られるよう、今後とも政務活動の中で継

続的に要請してまいります。 

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

が昨年と比べ件数、融資額ともに増加しているものの、依然として地域における景気回復

が実感できない中、中小企業を取り巻く情勢は非常に厳しいことから、国や北海道の施策

も活用しながら地域経済の活性化に向け、商工会や金融機関との連携強化を図り支援して

まいります。 

 特に町内では商工事業者の廃業や後継者不足が喫緊の課題となっており、本町での起業

や新たな事業への取組に対し支援する新規創業等促進事業並びに店舗等のリフォームに対

する補助事業を新たに実施し、町内の商工事業者を支援してまいります。 

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

が今月開通する予定であり、これら要因も相まって道央圏などから道東への観光等を目的

とした交流人口の増加が予測されることから、浦幌インターチェンジを有する本町といた

しましても、引き続き管内関係機関と連携した「オール十勝」としての取組を積極的に活

用し、本町への誘引、交流人口の増大を図ってまいります。 

 一方で、この延伸に伴い、国道38号線の交通量の更なる減少が懸念されるところであり、

道の駅うらほろの利用促進に向けた取組を行ってまいります。 

 「森林公園」「留真温泉」「道の駅」については、引き続き施設を管理する指定管理者と

連携を図りながら、本町の貴重な観光資源やイベント情報の広告宣伝を積極的に実施する

とともに、町民の福祉向上と健康増進を図ることを目的に、本年４月から留真温泉を利用

する町民の方への助成事業を実施してまいります。 

 雇用対策について申し上げます。 

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

倍率が「0.76倍」と前年同月を0.08ポイント下回る厳しい状況にあり、雇用の場の確保と

拡大は、地域経済の活性化に欠かせない重要な課題である一方で、従業員不足に悩む企業

もあることから、広報うらほろを活用した町内企業の求人情報の提供や町外企業進出の情

報収集、各種産業振興施策と一体的に推進し、町内中小企業の創意工夫と雇用促進への支

援を行うとともに、町内の事業所で就業する従業員等への福利厚生の拡充を図るため、一
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般社団法人とかち勤労者共済センターが行っている「あおぞら共済」の加入に係る入会金

及び会費の一部を事業主に対し引き続き助成を行ってまいります。 

 季節労働者救済対策としては「ふるさと東十勝通年雇用促進協議会」の事業を活用し、

各種運転技能資格等の取得助成など通年雇用化へ導くため、引き続き事業を進めてまいり

ます。 

 また、失業者対策としては、ハローワーク等関係機関と連携し、雇用機会の確保及び雇

用の促進に努めてまいります。 

 子育て支援・福祉・保健予防・医療対策について申し上げます。 

 子育て支援につきましては、重点プロジェクトにおける「子どもを産み育てる環境の整

備充実」で申し上げる事とし、福祉・保健予防・医療対策について申し上げます。 

 社会福祉、社会保障の向上及び増進につきましては「障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律」をもとに各種障害福祉サービスを提供しておりますが、平

成28年度は「第２期浦幌町地域福祉計画」の最終年にあたることから、年度内に第３期計

画を策定するとともに「第２期浦幌町障がい者計画」・「第４期浦幌町障がい福祉計画」に

基づき、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための推進体制を充実し、

各種障害福祉サービスの向上を図ってまいります。また、国及び北海道の各種福祉施策の

動向を注視し、適時適切に対処してまいります。 

 児童福祉につきましては、平成27年度からの５年間を１期とした「子ども・子育て支援

事業計画」に基づき、就学前子どもの教育・保育の推進及び地域子ども・子育て支援事業

の利用状況を把握するとともに保育サービス等提供体制の確保に努めてまいります。 

 浦幌町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

さんや保護者に対して、一人ひとり個別に関わりながら療育の支援活動を行ってまいりま

す。 

 児童虐待等につきましては「浦幌町要保護児童対策地域協議会」において、関係機関及

び団体等と情報共有及び密接な連携を図りながら、要保護児童の早期発見や各種児童相談

に適切に対応してまいります。 

 介護保険事業運営及び老人福祉サービスの提供につきましては、平成27年度から平成

29年度を１期とする「第６期浦幌町老人福祉計画・介護保険事業計画」の２年目として、

計画に基づいた事業運営及びサービスの提供を行ってまいります。 

 本年３月に移行した介護保険地域支援事業のうち「介護予防・日常生活支援総合事業」

は、被保険者等が要介護又は要支援状態となることを予防し、地域において自立した日常

生活を営むことができるよう、地域の実情に合った住民等の多様な主体が参画する多様な

サービスを充実させ、地域の支えあいの体制づくりを推進しながら、居宅要支援被保険者

等に対する効果的かつ効率的な介護サービスの充実に努めてまいります。 

 そのため、地域包括支援センターでは、引き続き高齢者の健康と生活の様子や地域に必

要な支援について、各関係機関との連携、協力のもと、「在宅医療・介護連携推進事業」「生
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活支援体制整備事業」「認知症総合支援事業」「地域ケア会議推進事業」を包括的に実施し、

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送ることのできる体制づくりに努めてまいりま

す。 

 また、社会的に孤立しやすい高齢者や障がい者等が、住み慣れた地域で安心して生活が

できるように、地域で支え合う「高齢者・障がい者見守りネットワーク事業」を引き続き

展開し、万が一、認知症等により徘徊し行方不明になった場合でも、早期に発見し保護す

ることにより、生命と身体の安全を守る「ＳＯＳネットワーク」を構築し、見守り体制の

充実を図ってまいります。 

 保健予防につきましては、安心して出産し、子育てができるよう、妊婦健康診査公費負

担及び、産婦・乳児一般健康診査の助成の継続、幼児を対象とした、おたふくかぜの任意

予防接種の全額助成を継続するとともに、母子手帳交付時から、妊娠、出産や子育てに必

要な情報提供を行い、母子の健康を支えるための妊婦・新生児・乳児訪問支援、乳幼児健

診を行ってまいります。 

 成人や高齢者の健康を守るために実施しております、健康診査や脳ドック、各種がん検

診につきましては、日曜健診を継続するとともに、検診料の個人負担の軽減を図るため町

負担を増額するなど、より受診しやすい体制整備と内容の充実を図り、医療機関等の関係

機関と連携を図りながら、生活習慣病の発症予防や重症化の予防に努めてまいります。 

 町立診療所の運営につきましては、榊原所長をお迎えして、早くも５年目を迎えること

になりました。又、医師確保が非常に難しい中、菅原先生、小野寺先生におかれましては

昨年に引き続き、同じ体制でご協力頂ける事になり、感謝に堪えないところでございます。

加えて新年度からは本町出身者であります高室雅先生にも毎月１回、週末の勤務をお願い

する運びとなり、多くの本町と関わりのある先生方にご協力頂ける事に重ねて敬意と感謝

を申し上げる次第であります。 

 平成24年度から年次計画で整備してまいりました、診療所の医療機器等も大方順調に整

備が進行しており、従来委託業務で外注しておりました炎症等の測定について、新年度は

自動血球計測装置の導入により、診療所内において感染症・炎症の数値が患者様を待たせ

ずに迅速な測定が可能となるため、診断や治療判断、病態把握にも効果が上がるものと期

待しているところであります。 

 引き続き本町に必要とされる医療スタイルを求め、町民の皆様に、より安心、より信頼

して頂ける診療所づくりに努めてまいります。 

 国民健康保険事業につきましては、若い世代から健康に関心を持って日々の生活を送る

ことが心身ともに元気に暮らしていくために重要であることから、健康管理意識の向上と

自主的な健康づくりを支援するため、特定健診を受診されていない方への受診勧奨及び

30歳から65歳までの５歳刻みの節目の年齢を迎えられる被保険者を対象とした国保人間ド

ック事業を引き続き実施してまいります。 

 また、レセプトの電子化等により、電子データの蓄積が進み、従来は困難であった健康
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医療情報の電子的な分析が可能となってきました。このことを背景に増加傾向にある生活

習慣病の発症予防に重点を置くとともに、合併症や症状進行などの重症化予防の取組を推

進するため、「データヘルス計画」に基づき「第２期特定健康診査実施計画」との整合を図

りながら特定健康診査等における病気の早期発見・早期治療により重症化を予防するため

効果的な保健指導を行うとともに、患者負担の軽減につながるジェネリック医薬品の普及

促進により医療費の抑制を図り、持続的かつ安定的な国民健康保険事業の運営に努めてま

いります。 

 公衆浴場につきましては、引き続き施設を管理する指定管理者との連携を図りながら指

定管理者による創意工夫を助長し、利用者のサービス向上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。 

 町民一人ひとりの学びを実現するため、総合教育会議で策定した教育大綱を基調に、教

育委員会と緊密な連携を図ってまいります。 

 学校教育については、地域総ぐるみで児童生徒の「生きる力」を育むため、２年目とな

る「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・運動能力の向上に取り組んでまいります。 

 また、学校給食センターの平成29年度改築に向けて、学校給食センター運営委員会で検

討している基本構想に基づき、食物アレルギー対応等を基本に、学校給食衛生管理基準に

適合する施設となるよう実施設計を行っていきます。 

 社会教育については、コミュニティ活動の拠点である公民館を中心に家庭教育学級、少

年教育、高齢者教育などの生涯学習事業を展開してまいります。 

 社会体育施設については、民間事業者のノウハウを活用し、より一層の利用者へのサー

ビス向上や効果的・効率的な施設運営を行ってまいります。 

 このほか、教育関係の具体的な施策の推進については、教育委員会から申し上げます。 

 環境対策について申し上げます。 

 町内の住宅や店舗等を対象とした再生可能エネルギーの導入に対する補助事業を引き続

き実施し、一層の普及促進を図ってまいります。 

 ごみ処理対策につきましては、平成27年度に策定しました「浦幌町一般廃棄物処理基本

計画」に基づき分別の徹底や減量化、リサイクル化の促進に引き続き取り組んでまいりま

す。また、環境を守る町民意識の高揚を図るため、今年度も町内各小学校と協働して環境

美化や不法投棄防止の看板製作に取り組み、きれいな町づくりを目指してまいります。 

 ペットの飼育管理につきましては、動物の飼い主としての責任を十分に自覚し、その動

物の本能や習性等を理解して適正に飼育していただくよう啓発等を実施してまいります。 

 快適な生活ができるまちづくりについて申し上げます。 

 コミュニティバスの運行につきましては、本町の公共交通体系の現状分析、利用実態や

ニーズ調査及び実証試験運行を行ってまいりましたが、患者輸送路線バスと留真温泉無料

バスを再編・統合し、市街地内を週２回運行する予定となっており、平成29年１月からの
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運行開始に向けて、車両の購入をはじめ、運行計画を整備してまいります。 

 地域の活性化や住民生活の利便性、安全・安心を確保するための最も基本的なインフラ

である道路網としての町道整備につきましては、新規事業として改良舗装工事１路線、継

続事業として３路線の改良舗装工事と２路線の舗装工事を実施するとともに、損傷度合い

などを考慮し、緊急度に応じて安全性を確保するために、経済的かつ計画的な維持・補修

を行ってまいります。 

 また、津波避難対策における避難路としての重要度を勘案し、経路上に残る１橋の修繕

工事を実施するとともに、「橋梁長寿命化修繕計画」に基づく橋梁修繕工事１橋及び橋梁補

修詳細調査設計を実施してまいります。 

 住宅施策につきましては、「住生活基本計画」及び「公営住宅等長寿命化計画」に基づき

「誰もがいつまでも安心して生活できる住まいづくり」を基本理念とし、平成30年度に建

て替えを計画している東山町団地の基本計画を策定するとともに、十勝太団地の水洗化工

事を実施するほか、公営住宅営繕事業として屋根塗装工事などによる環境改善を図ってま

いります。 

 また、住宅リフォームに対する補助の継続と耐震診断及び改修に要する経費の一部補助

を合わせて行ってまいります。 

 公共下水道につきましては、浦幌終末処理場が平成２年３月に供用を開始して以来26年

が経過し、この間、適正な維持管理に努めてまいりましたが、標準的な耐用年数を経過し

老朽化により機能維持が困難な設備等について「浦幌町公共下水道長寿命化計画」に基づ

き更新整備を行ってまいります。 

 個別排水処理につきましては、平成９年度から合併処理浄化槽の推進と整備を進め現在

227基が設置され、その維持管理に努めているところですが、新たに10基の設置を予定して

おります。 

 簡易水道につきましては、給水区域における安定供給を図るため浦幌浄水場・幾千世浄

水場等の設備等更新工事を実施するほか、市街地区において老朽化の著しい帯富橋橋梁添

架管更新工事を実施し安全で安心な水道水の供給を行ってまいります。 

 地籍調査事業につきましては、土地所有者の権利保全、境界紛争の未然防止、災害にお

ける復旧、公共事業の円滑な実施等を目的に行っており、平成５年度に着手して以来23年

が経過し、進捗率は46.9％になっております。 

 本年度は、完了地区として「時和及び帯富の一部地区」9.51ｋｍ２について実施するほ

か、農業・林業の基盤整備の促進及び進捗率の向上を図るため、新規地区として「常豊の

一部地区」9.28ｋｍ２を実施してまいります。 

 交通安全及び防犯運動の推進につきましては、昨年、北海道は交通事故死者数177名で、

前年と比較して８名増加しました。一方、本町においては、平成25年12月以降、交通事故

死者ゼロを継続しております。今後においても交通指導員及び交通安全関係団体等と連携

を図りながら、町民の皆様とともに交通安全の推進に取り組んでまいります。 
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 社会の進展とともに巧妙化する犯罪が多発する現代にあって、防犯指導員の巡回等のご

協力と、北海道警察との連携を密にし事故や犯罪のない明るい町の実現に努めてまいりま

す。 

 消費者対策につきましては、消費者を取り巻く生活環境が複雑かつ多様化する中で、全

国的に高額な特殊詐欺や悪徳商法等の被害があとを絶たない状況にあります。こうした被

害から町民を守り、安心して暮らせるように浦幌町生活安全推進協議会内の連絡会議を通

じ、警察などの関係機関との連携を更に強化し、消費者への情報提供、啓発活動などの未

然防止策を積極的に講じてまいります。 

 葬斎場につきましては、昭和52年の建設以降、順次簡易補修を行ってまいりましたが、

その中で排気筒の損傷が著しいため、全面的な改修を行なうとともに、併せてトイレの簡

易水洗化など建物内部の改修を実施してまいります。 

 墓地管理につきましては、浦幌墓園、厚内墓地の園内通路について簡易舗装化を実施し

てまいります。 

 空き家対策につきましては、人口減少に伴い空き家が増加している状況にあります。こ

れら空き家につきましては、利活用のできる建物はこれまで同様「空き家バンク制度」に

より情報の提供を継続して行ってまいります。 

 また、一方で適切に管理されていない危険な空き家等につきましては、「空き家等対策の

推進に関する特別措置法」の施行を踏まえ、本町における実態の把握に努め、計画策定に

向けた取組を実施してまいります。 

 防災・消防・救急体制の充実について申し上げます。 

 東北地方を襲い未曽有の被害をもたらした東日本大震災から５年が過ぎようとしており

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

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

 災害は時間の経過とともに人々の記憶が薄れていくのが最も危ういことと言われてお

り、常に意識を新たにし、津波や風水害等による災害から町民の生命、財産をいかにして

守るか、危機管理意識の徹底と非常時において、地域防災計画並びに職員初動マニュアル

に基づき対応してまいります。 

 町民の生命・身体・財産を守ることを最大の使命とした消防・救急業務につきましては、

体制の充実強化を図るため、年々その整備を進めてきているであります。 

 平成27年５月に「とかち広域消防事務組合」が設立され、平成28年４月から「とかち広

域消防局」のもと業務を開始し、近隣自治体との広域的な相互協力体制を図ってまいりま

す。 

 消防団につきましては、これまでありました東十勝消防事務組合の解散に伴い、浦幌町

が継承することになります。 

 本年度は、第１分団に配置しております消防ポンプ自動車の更新及び東日本大震災にお

いて、多数の消防団員が犠牲になったことを踏まえ、団員の安全確保のため、特定小電力
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無線機を整備するものであります。 

 活性化対策とし消防団員としての資質向上と士気高揚を図るとともに、町民と一体とな

った防火の普及に努めてまいります。また、消防団員の減少や高齢化により、消防力の低

下が懸念されているところであり、消防団員の加入促進を図ってまいります。 

 救急体制につきましては、近年の高齢化を背景に救急要請が増加する傾向にある中で、

救急活動における救急隊員の技術向上が求められており、さらなる救急業務体制の確立を

図るため、救急救命士の教育及び各種講習への派遣を進め、救急隊員の資質向上を図って

まいります。 

 定住・移住・交流人口の拡大対策について申し上げます。 

 観光だけでは分からない本町の日常生活を体験することができる移住体験住宅での「ち

ょっと暮らし」は、「移住・交流コンシェルジュ」の配置により、移住希望者にきめ細かな

対応や支援を継続して行ってまいります。 

 道外の修学旅行生や北海道教育大学釧路校の学生を受け入れる農林漁家の民泊体験につ

いては、「うらほろ子ども食のプロジェクト」を中心に進めておりますが、受け入れ家庭の

理解と拡大を図りながら引き続き交流人口拡大の取組と連携を図ってまいります。 

 また、うらほろスタイル推進地域協議会が取り組む４つのプロジェクトを基本とする「う

らほろスタイル推進事業」を支援するとともに、今後も地域活性化に向けて、地域おこし

協力隊による活動の充実を図ってまいります。 

 友好町の岩手県洋野町との交流については、友好市町村交流事業補助金の交付により、

パークゴルフ交流を中心に進めてまいります。 

 結婚を望む町民の方々に出会いと交流の場を設け、将来、浦幌に暮らす人を増やし、ま

ちの活性化に繋げるために、産民官が一体となった婚活イベントを昨年に引き続き実施し

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。 

 町の債権管理の適正化を図り、町民の皆様の公平な負担を確保するための取組を進めて

まいります。 

 これからも町民の皆様のご協力のもと、町が保有する債権の適正な管理に努めてまいり

ます。 

 協働のまちづくりについて申し上げます。 

 本町では平成24年４月１日に「町民参加条例」を制定し、町民参加の協働のまちづくり

を進めておりますが、「広報誌」「ホームページ」「電子メール配信サービス」等の行政情報

の発信の充実を図るほか、「町民アンケート」や「まちづくり出張説明会」を引き続き実施

し、より多くの町民がまちづくりに参加できる機会の充実を図り、地域身近な課題をより

柔軟に対応してまいります。 

 また、男女共同参画社会の実現に向けて、広報誌による啓発活動や講演会の開催など町

民意識の醸成を図るとともに、昨年９月に施行されました女性活躍推進法に基づく推進計
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画の策定について、調査研究を進めてまいります。 

 小学校６年生との「太陽への手紙事業」や浦幌中学校３年生からの「浦幌活性化案の発

表会」については、町民参加のまちづくりを進める中で、今後も子供達の率直な提案や意

見をいただく場として、有効に活用してまいります。 

 行政区活動を引き続き支援するとともに、地域会館等維持費の助成や笑顔輝く地域づく

り支援事業の活用、全町民を対象とした社会活動総合補償保険制度を継続し、地域コミュ

ニティを推進してまいります。 

 第３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。 

 定住促進と人口減少を克服するため、３つの重点プロジェクトに基づく各施策を有機的

に連携させながら進めてまいります。 

 プロジェクト１の「子どもを産み育てる環境の整備充実」では、出産祝金を第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子目以降は100万円に拡充し

てまいります。 

 特定不妊治療助成事業は、女性への治療費助成金の引き上げを行うとともに、新たに男

性への治療費助成を行ってまいります。 

 第３子以降の通常保育料については引き続き無料とし、第２子にあっては同時入園にか

かわらず、保育料の半額により保護者の負担軽減を図るとともに「しらかば保育園」にお

いて実施しています一時保育については、満６ヶ月児から就学前児童の受け入れを継続実

施してまいります。 

 小学生を対象とした学童保育所の開設や安心して子どもを産み育てられる環境作りを構

築するため、子育て支援センターにおいて「浦幌町ファミリーサポート事業」を継続実施

するほか、給食費の無料化、２歳児未満の紙おむつ購入費の助成、中学生まで医療費の無

料化を引き続き実施してまいります。 

 プロジェクト２の「雇用機会の創出」では、新たに商工業対策として新規創業等促進補

助金を創設し、町内の中小企業を支援してまいります。 

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

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

助成措置を引き続き行い、雇用機会の創出促進に努めてまいります。 

 プロジェクト３の「居住環境の整備充実」では、店舗等リフォーム補助金を創設してま

いります。 

 また、町民や転入者への住宅建設・購入に対する支援措置としての住宅建設等補助、民

間賃貸住宅建設補助及び住宅リフォーム補助を継続し、居住環境の整備充実を図ってまい

ります。 

 以上、町政執行につきまして私の基本的な考え方を申し上げましたが、常に町民の目線

に立ち第３期まちづくり計画に掲げております「みんなの知恵・世代を超えて創るまち」

を進め、この浦幌に住む人、住んでみたい人が「住みたいまち」「住んで良かった」となる
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よう町民の皆様とともに「協働の町づくり」を進め、町政執行にあたっていきたいと考え

ております。 

 町議会をはじめ町民の皆様の深いご理解とご協力を重ねてお願い申し上げ、町政執行方

針といたします。 

 以上であります。 

〇田村議長 以上で町政執行方針を終わります。 

 

    ◎日程第８ 平成２８年度教育行政執行方針 

〇田村議長 日程第８、平成28年度教育行政執行方針の説明を求めます。 

 教育委員長。 

〇松田教育委員長 平成28年第１回浦幌町議会定例会にあたり、教育行政の執行に関する

基本方針を申し上げます。 

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

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

昨年度から設置しました総合教育会議において、浦幌町教育振興基本計画を基調としなが

ら、町長と教育委員会が円滑な意思疎通を図り、課題と目指すべき姿等を共有して、「地域

とともにある学校づくり」を進める必要があります。 

 そのため、２年目となる小中一貫コミュニティ・スクールの推進を中核に据え、保護者

や地域の皆さんと連携・協働して、ふるさとを愛し、未来を切り拓く逞しい児童生徒の育

成を目指して、義務教育９年間の連続性と一貫性のある教育を力強く展開していきます。 

 学校教育。 

 教育委員会では、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。 

 魅力ある学校づくり。 

 小中一貫コミュニティ・スクールについては、各学校の学校運営協議会や、浦幌学園、

上浦幌学園に設置された「学園小中一貫ＣＳ委員会」等の充実を図ります。 

 平成26年度から文部科学料の指定を受けている「コミュニティ・スクール導入等促進事

業」を継続し、学校支援活動等の総合的な企画・調整、「地域学校協働本部」の設置検討な

ど、学校運営に関する全体的な協議を深め、事業を推進していきます。 

 昨年度作成した「うらほろの育みアクションプラン」に基づき、実効性のある学校評価

システムを構築して、学校運営の改善・充実に努めます。 

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

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

団体の協力のもとに取り組みます。 

 確かな学力。 

 全国学力・学習状況調査等を活用した検証改善サイクルを確立し、数値目標を達成する
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ための手立てや検証方法を明確にして取り組むとともに、小中一貫教育推進の観点から小

中合同の研修会や乗り入れ授業、ジョイント教室を開催するほか、放課後や長期休業期間

中の学習サポートを充実します。 

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

早起き・朝ごはん（あいさつ・ノーテレビデー）」運動を継続するとともに、児童・生徒と

共に、スマートフォンやゲーム機使用のルール化を進め、生活リズムの改善に取り組みま

す。 

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

践交流会」などで取組の成果を交流します。 

 教育機器の活用については、昨年度までに導入した実物投影機等をより効果的に活用す

るため、小・中学校の普通教室に大型テレビを計画的に導入し、児童生徒の学習環境の充

実に努めます。 

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

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

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。 

 豊かな心。 

 道徳教育については、60年ぶりとなる抜本的改革により、「特別の教科 道徳」となり、

小学校は平成30年度、中学校は平成31年度の完全実施に向け、生命の大切さ、人を思いや

る心の育成を推進し、ボランティア活動などの社会活動を通して、豊かな感受性や社会性

を育む取組を図ります。 

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

「道徳の時間」の公開など、家庭や地域に開かれた道徳教育の充実に努めます。 

 ７年目を迎えた小学校５年生による農林漁家での宿泊体験学習を引き続き行い、食の大

切さを学ぶとともに、豊かな人間性や社会性を育みます。 

 キャリア教育については、自己肯定感の育成や人間関係形成能力の育成を柱として、地

域の人材の活用や商工会・地元企業・産業団体と連携し、児童・生徒の「生きる力」を育

む教育を進めます。 

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

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

早期発見・早期解消等に努めます。 

 健やかな体。 

 全国体力・運動能力調査等を活用した取組を充実するとともに、「浦幌町教育の日」の取

組と連携して体力や運動能力向上の取組を進めます。 

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

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

 食物アレルギーを有する児童生徒が安心して学校生活を送るために、就学児からの状況
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把握と、学校全体での情報共有及び保護者等と相談できる体制を作り、関係機関と連携し

た迅速・適切な対応に努めます。 

 学校給食については、バランスの取れた栄養豊かな給食の提供に努めるとともに、町内

産食材を使用した「浦幌みのり給食」を継続して実施します。また、昨年７月から実施し

ております学校給食の無料化にあわせ、食の大切さを学ぶ食育をより充実させます。 

 学校給食センターの平成29年度改築に向け、学校給食センター運営委員会で検討を重ね

てきた食育の推進、地場産食材の活用推進、食物アレルギーの対応、災害への対応、環境

への配慮等の基本構想に基づき、学校給食衛生管理基準に適合した施設となるように実施

設計を行います。 

 資質の向上と組織の活性化。 

 教職が法令遵守の認識と自覚のもと、自信と誇りを持って職務に当たり、児童生徒や保

護者・地域住民から信頼される学校づくりを進めます。 

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

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

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

在り方を追求して実践を重ねていきます。 

 教育環境の整備。 

 児童生徒の安全・安心を確保するため、引き続き学校安全対策講習会の開催やシックハ

ウス対策として学校室内環境測定を行うほか、上浦幌中央小学校校内放送設備更新工事等

の施設整備の充実を図ります。 

 社会教育。 

 次に社会教育については、本町の歴史と風土に根ざした独自性のある教育の形を具現化

するために策定した、「第８期浦幌町社会教育中期計画」に基づいて、各種事業を展開しま

す。 

 生涯学習の推進。 

 地域の人材や環境を活用した「うらほろ」らしい生涯学習を推進するため、地域と学校・

社会教育施設と学校が連携・協働した事業の取組みから、地域教育力の向上を目指します。 

 公民館は、地域コミュニティの再活性化の拠点となることから、公民館まつりや文化週

間、文化祭、地域の特色や魅力を生かした事業や道内外の各大学やＮＰＯ等と連携した生

涯学習公開講座「うらほろスタイル・ゼミナール」等を充実させるとともに、高齢者等の

公共施設利用料金免除制度も生かし、利用者のニーズに応じた運用を検討し、公民館施設

の効果的な活用を図ります。 

 家庭教育については、子育て支援センターと連携し、子育て出前ミニ講座や親子ふれあ

い講演を開催するとともに、各種事業を通じて「早寝・早起き・朝ごはん（あいさつ・ノ

ーテレビデー）」運動の啓発を図りながら、家庭教育に関する情報の提供や奨励について支

援します。 
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 少年教育については、昨年度に引き続き岩手県洋野町へ団員を派遣するとともに、次年

度の本町での受入れについても準備を進めます。 

 学校・家庭・大学や地域と連携を図りながら、通楽（学）合宿の開催、放課後の体験活

動を支援する子ども居場所づくり事業「オーラポロ広場」についても土曜日の実施を実現

します。 

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

ュニティ・スクールによる学校の取組と連携した世代間交流事業を行い、生きがいの持て

る環境づくりを図ります。 

 図書館事業については、利用者のリクエストを広く聞きながら蔵書数の充実を図り、収

蔵整理や資料提供に努め、「浦幌町子どもの読書活動推進計画」に基づいた事業を推進しま

す。 

 ブックスタート事業、ブックリストの作成やブックトークなどにより、親子のコミュニ

ケーションづくりを目指し、全ての世代における読書活動の啓発に努めます。 

 また、幅広い年代層が利用しやすい本の配置や図書館ボランティアサークルを育成・支

援するとともに、積極的に学校や公民館との連携を進め、誰でも気軽に参加できる環境づ

くりに取り組みます。 

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

示や関連した事業を進めます。また、文化財に対する理解を深めるため、町内文化財の見

学会や広報誌への掲載を積極的に行い、普及推進も図ります。 

 さらに、化石等の自然史資料の学術面の貴重性を町内外への発信や、学校の学習教材と

しての取組、そして、特定外来生物の町民参加型の調査研究活動等も進めます。 

 アイヌ文化については、食や工芸などアイヌ文化の継承を図り、発表・鑑賞・学びの機

会を作ります。 

 また、博物館・図書館ロビーにおいて、「歌声サロン」や企画展を開催し、町民の交流の

場として芸術文化の鑑賞機会の拡充を図ります。 

 スポーツの振興。 

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

図るため、ニュースポーツを中心とした事業や個々の健康維持・増進を図るための「トリ

ムスクール」のほか、体育協会と連携した事業の展開や親子を対象とした体操教室にも取

り組みます。 

 また、ノルディックウォークキング教室や、歩くスキー、ラジオ体操等を通じて、町民

の体力向上、健康増進に取り組みます。 

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

最大限生かし、効果的・効率的に住民サービスの向上を図ります。また、今年度からのス

イミングプール使用料の改正に伴い、若い方の利用促進を期待し、高齢者の方々のふれあ

い創設に取り組みます。 
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 町民協働のボランティアにより施設管理を行っていただいているアイスアリーナ、町民

球場、町民スケートリンクについては、関係団体の皆さんと定期的に意見交換を行い、安

全、そして安心しながら継続的に管理していただけるよう努めます。 

 体育施設の整備につきましては、浦幌パークゴルフ場の公認コース更新手続き、アイス

アリーナ製氷装置の取替工事、総合スポーツセンターボイラー取替工事等を行い、利用者

への安全確保等と要望に応え、生涯スポーツの振興に努めます。 

 以上、平成28年度の教育行政の執行に関する基本方針について申し上げました。 

 町民の皆様並びに町議会議員の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げます。 

 終わります。 

〇田村議長 以上で教育行政執行方針を終わります。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時２１分  休憩 

午前１１時３５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９ 議案第１４号 

〇田村議長 日程第９、議案第14号 浦幌町行政不服審査会条例の制定についてを議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書の１ページをごらん願います。議案第14号 浦幌町行政不服審査

会条例の制定について。 

 浦幌町行政不服審査会条例を次のように定める。 

 平成28年３月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町行政不服審査会条例。 

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

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

不服審査会条例説明資料。 

 １、制定の趣旨でございます。行政不服審査法が改正され、平成28年４月１日から施行

されることに伴い、設置が義務づけられました不服申し立てを諮問する第三者機関として
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浦幌町行政不服審査会を設置するため、審査会の組織及び運営について規定するための条

例を制定するものでございます。 

 次、２の行政不服審査法改正の概要でございます。大きく３点ほどございます。①とい

たしまして、審理員による審理手続、第三者機関への諮問手続の導入でございます。従来

の法では不服申し立てに対する最終判断である裁決または決定はもとより、不服申し立て

の審理手続は原則として審査庁みずからが直接処理することを予定しておりましたが、改

正後の法では審理員制度が導入され、審査請求の審理は原則として審査庁に所属する職員

の中から指名された審理員が行うこととなりました。また、第三者機関への諮問手続が導

入され、行政不服審査会の設置が義務づけられたものでございます。 

 そこにフロー図がございますので、フロー図において若干説明をさせていただきます。

改正前の従来でございます。まず、点線で囲ってある部分につきましては、行政庁という

ことでご理解願います。審査請求人、町民でございます、から何らかの行政処分に対する

不服の申し立てがあった場合、審査庁に申し出がされます。ここでいうところは、国にお

いては大臣、町村においては町長ということになります。また、処分庁でございますが、

国においては地方事務所の長、町においては審査請求に係る処分を行った担当課というこ

とになります。審査請求人から審査の請求があった場合、審査庁において審理をし、裁決

するという流れでございました。 

 改正後でございますが、改正後は行政庁内に審理員制度が設けられることになります。

審査請求人から審査請求があった場合に審理員が設置されます。審理員と申しますのは、

審査請求の審査を行う職員のことであります。基本的には１名で、審査請求人、処分庁か

らそれぞれの主張、根拠となる書類を提出いただき、それをもとに審査庁に意見書を提出

するものでございます。このときに両者の主張を公平に審査するため、処分に関与してい

ない職員を指名する内容でございます。その意見書を受けまして、審査庁から第三者機関

へ諮問、答申をし、最終的には裁決するという流れに変わるものでございます。 

 ２つ目でございます。不服申し立ての手続を審査請求に一本化するものでございます。

従来の法においては行政庁の処分に対する不服申し立て手段として行政庁への異議申し立

てと直近上級庁への審査請求等が定められておりましたが、改正後の法では従来の不服申

し立てのうち異議申し立ては廃止され、処分庁、原則として最上級行政庁への審査請求に

一本化されるものでございます。町に対する部分で言いますと、最上級庁は町ということ

でございますので、町より上はございませんので、町長という形になります。 

 次に、③でございます。審査請求をすることができる期間の延長でございます。従来の

法では、不服申し立てが可能な期間は処分があったことを知った日の翌日から起算して

60日以内としておりましたが、改正後の法では処分があったことを知った日の翌日から起

算して３カ月以内に延長されたものでございます。 

 以上が行政不服審査法の改正の主な概要でございます。 

 次に、３の条例制定の内容でございます。①でございます。第１条では、審査会を非常
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設の機関として設置する旨を規定してございます。 

 次に、②でございます。条例第２条において、組織といたしまして５名以内の委員で組

織する旨を規定してございます。 

 次に、③でございますが、３条関係で委員の関係でございます。委員は、識見を有する

者のうちから町長が委嘱すると。また、委員は、当該事件に係る審査が終了したときに解

任されるものでございます。また、委員については、職務上知り得た秘密を漏らしてはな

らない。その職を退いた後も同様とするものでございます。委員の報酬及び費用弁償は、

非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の定めるところによるものでございます。その

他の委員会、協議会の委員を適用するものでございます。 

 ④では、第４条でございます。会長は、委員の互選により選任するものでございます。 

 ⑤の第５条の関係でございます。会議でございます。審査会は会長が招集し、議長とな

るものでございます。半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことはできない旨を

規定してございます。議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する旨

を規定してございます。 

 ⑥でございますが、第６条関係でございます。除斥でございます。諮問を受けた事件が

みずから直接の利害関係のあるものであるときは、その議事に加わることができない旨を

規定しているものでございます。 

 ４の施行期日につきましては、平成28年４月１日から施行するものでございます。 

 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１０ 議案第１５号 

〇田村議長 日程第10、議案第15号 浦幌町行政不服審査法関係手数料徴収条例の制定に

ついてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 
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〇大山総務課長 議案の３ページをごらん願います。議案第15号 浦幌町行政不服審査法

関係手数料徴収条例の制定について。 

 浦幌町行政不服審査法関係手数料徴収条例を次のように定める。 

 平成28年３月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町行政不服審査法関係手数料徴収条例。 

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

料をもって説明をさせていただきます。説明資料３ページをお開き願います。浦幌町行政

不服審査法関係手数料徴収条例説明資料。 

 １、制定の趣旨でございます。行政不服審査法の改正に伴い、同法の規定による提出書

類等、提出資料の写しの交付手数料を徴収する場合には、同手数料の納付及び減免につい

て条例で規定する必要があることから、制定するものでございます。 

 ２の制定の内容でございます。①、趣旨、第１条関係でございます。行政不服審査法の

規定による提出書類等の写しの交付に係る手数料に関し、特別の定めを置くものとするも

のでございます。 

 第２条の関係でございます。提出書類等の写し等の交付に係る手数料の額でございます。

審理員が提出書類等の写し等の交付をする場合の手数料について、別表で規定するもので

ございます。ここで言います審理員が提出書類等の写しを交付する場合の書類の内容でご

ざいますが、このことにつきましては審理手続が終結するまでの間に請求があったものを

交付するということでございます。内容といたしましては、その処分の内容、理由、根拠

等、また審査請求人から出された証拠書類等についても対象となるものでございます。次

に、他の法令の規定において準用する場合についてでございます。地方自治法の規定によ

り異議申し立て、または審決の申請、公職選挙法の規定に基づきます選挙の効力に関する

異議申し立て等、地方税法に基づきます固定資産評価審査委員会の審査の決定に係る規定

についてそれぞれ準用するものでございます。 

 次に、第３条でございます。提出資料の写しの交付に係る手数料の額でございますが、

第三者機関が提出書類等の写しを交付する場合の手数料について別表で定めるものでござ

います。このことにつきましては、審査庁、町でいいますと町長から第三者機関、審査会

のほうへ出された書類、提出された書類についての交付を求められた場合の手数料を定め

ているものでございます。次に、別表でございますが、別表の額につきましては国の政令、

また町の情報公開条例施行規則、町の個人情報保護条例施行規則と同額となっているもの

でございます。後ほどごらん願います。 

 次、第４条でございます。手数料の減免の関係でございます。交付を受ける者が経済的

困難により手数料を納付する資力がないと認めたときは、手数料を減額または免除するこ

とができる旨を規定してございます。次に、手数料の減額または減免を受けようとする者

は、交付を求める際にあわせて減額または免除を求める旨のその理由を記載した書面を提

出しなければならない旨を規定しております。あわせまして、その際に減額または免除を
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受ける理由を証明できる書類を添付していただく旨を規定しているものでございます。 

 次に、法第９条第３項の規定によって読みかえて法第38条第１項の規定を適用する場合

には、審理員が指名されていないため、審理員を審査庁に読みかえる旨を規定するもので

ございます。また、他の法律の規定において法第38条第１項の規定を準用する場合にあっ

て、審理員の指名を要しない場合も同様に読みかえるものでございます。 

 法第９条第３項と申しますのは、地方自治法における各種委員会委員または附属機関を

指すものでございます。次に、法第81条第３項において準用する法第78条第５項の規定に

基づく手数料の減免については、減免権者は浦幌町行政不服審査会であるため、審理員を

浦幌町行政不服審査会に読みかえる旨の規定をするものでございます。ここで申しますの

は、審査会に対して、先ほどありましたが、書類の写しを求められた場合に対する減免の

措置に関する部分でございます。 

 施行期日につきましては、平成28年４月１日から施行するものでございます。 

 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１１ 議案第１６号 

〇田村議長 日程第11、議案第16号 行政不服審査法改正に伴う関係条例の整理に関する

条例の制定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書の６ページをごらん願います。議案第16号 行政不服審査法改正

に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について。 

 行政不服審査法改正に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように定める。 

 平成28年３月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。行政不服審査法改正に伴う関係条例の整理に関する条例。 

 本条例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
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をさせていただきます。説明資料５ページをごらん願います。行政不服審査法改正に伴う

関係条例の整理に関する条例説明資料。 

 １、改正の趣旨でございます。行政不服審査法が改正されたことに伴いまして、関係条

例を改正するものでございます。関係する条例につきましては、改正の内容にあります①、

浦幌町情報公開条例、②の浦幌町個人情報保護条例、③の浦幌町行政手続条例、④の浦幌

町職員の給与に関する条例、⑤の浦幌町給水条例でございます。これらの内容を一括して

改正する内容でございます。 

 次に、２、改正の内容でございます。①、浦幌町情報公開条例の一部改正、不服申し立

てに関する手続について次のように改正するものでございます。第14条関係でございます。

第１項、行政不服審査法による不服申し立てについて、第３項において作為だけではなく

不作為についても改正後の行政不服審査法の審理員制度を適用除外とするため、不作為に

ついても規定するものでございます。 

 第２項でございます。不服申し立てがあった場合、明らかに不適法であることを理由に

却下するとき、または不服申し立ての全部を任用し、開示決定するときを除き、情報公開

審査会に諮問し、裁決をしなければならない旨を規定するものでございます。 

 第３項でございます、改正後の行政不服審査法では、地方自治法の尊重の観点から条例

に基づく処分について条例に特別の定めがある場合には審理員を指名しないことも許容さ

れております。審理員を指名しないときは、審理員による意見書の提出が前提となる第三

者機関への諮問も行われません。国においては、既に情報公開・個人情報保護審査会が実

質的な審理を行っており、その不服申し立てに関し、審理員制度の適用から除外している

ことから、情報公開条例及び個人情報保護条例に基づく処分に係る不服申し立てについて

は、国と同様に行政不服審査法第９条第１項の適用を除外する規定を設けるものでござい

ます。基本的には、情報公開条例におきましては第三者機関である審査会が設置されてご

ざいますので、その中で審査を行っていくということになります。 

 次に、②でございます。浦幌町個人情報保護条例の一部改正、第32条関係でございます

が、内容といたしましては①と同じ内容でございます。 

 ③の浦幌町行政手続条例の一部改正でございますが、第３条第１項第10号中の文言を削

除するものでございます。「異議申立て」、「決定」を削除するものでございます。 

 次、④の浦幌町職員の給与に関する条例の一部改正でございます。第16条の３第６項中

でございます。行政不服審査法改正に伴う法令番号を改正する内容でございます。 

 次に、⑤でございます。浦幌町給水条例の一部改正、第25条の２第３項中でございます

が、文言を改正するものでございます。「異議を申し立てる」を「審査請求する」に改める

ものでございます。 

 新旧対照表につきましては６ページから８ページにそれぞれ記載してございますので、

後ほどご参照願えればというふうに思います。 

 ３の施行期日につきましては、平成28年４月１日から施行するものでございます。 
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 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

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。 

 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５６分  休憩 

午後 １時００分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 

    ◎日程第１２ 議案第１７号 

〇田村議長 日程第12、議案第17号 地番表示統一に伴う関係条例の整理に関する条例の

制定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書の９ページをお開き願います。議案第17号 地番表示統一に伴う

関係条例の整理に関する条例の制定について。 

 地番表示統一に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように定める。 

 平成28年３月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。地番表示統一に伴う関係条例の整理に関する条例。 

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

させていただきます。説明資料９ページをごらん願います。地番表示統一に伴う関係条例

の整理に関する条例説明資料。 
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 １、改正の趣旨でございます。現在本町の条例中における所在地、住所等の表示につい

て統一が図られていないことから、統一を図るために改正するものでございます。また、

地籍調査に伴う枝番の追加、修正などについてもあわせて改正するものでございます。今

回関係する条例29条例を一括改正する内容でございます。 

 ２の改正の内容でございます。①でございますが、地番表示の統一の方法でございます。

現在北海道や十勝郡から表示されているものを浦幌町からの表示にするものでございま

す。また、何々番地の何と表示されているものを「の」を削り、何々番地何と表示するこ

ととし、全ての表示を浦幌町字何々町何々番地何に統一するものでございます。この「の」

を削ることにつきましては、住民基本台帳法の表示と統一を図るものでございます。 

 ②の改正の条例でございます。29条例がございます。表示の方法の統一、対象地番の修

正、枝番の追加、修正等を行うものでございます。 

 それぞれ新旧対照表につきましては11ページから20ページに記載してございますので、

後ほどごらん願いたいと思います。 

 ３の施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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１３ 議案第１８号 

〇田村議長 日程第13、議案第18号 浦幌町職員の退職管理に関する条例の制定について

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書の15ページをお開き願います。議案第18号 浦幌町職員の退職管

理に関する条例の制定について。 

 浦幌町職員の退職管理に関する条例を次のように定める。 

 平成28年３月７日提出、浦幌町長。 
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 次のページをごらん願います。浦幌町職員の退職管理に関する条例。 

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

料をもって説明をさせていただきます。説明資料21ページをごらん願います。浦幌町職員

の退職管理に関する条例説明資料。 

 １の制定の趣旨でございます。地方公務員法の改正により、地方公共団体は国家公務員

法の退職管理の趣旨及び職員の再就職情報を勘案し、退職管理の適正確保に必要と認めら

れる措置を講ずるものとされました。これを受けまして、条例で元職員に対し再就職情報

の届け出を義務づけできる旨が規定されたことに伴いまして、この条例を制定するもので

ございます。 

 ２の制定の内容でございます。元職員に再就職情報の届け出を義務づけるものでござい

ます。 

 （１）の届け出の対象者でございます。規則で定めるものについている職員であった者

ということでございますが、規則の関係でございますが、浦幌町職員の給与の支給に関す

る規則第15条に規定する管理職手当支給区分の課長職等でございます。ここで言いますの

は、課長並びに管理職を指すものでございます。 

 （２）の届け出が必要な場合でございます。離職後に営利企業以外の法人、団体または

営利企業の地位についた場合ということでございます。この地位と申しますのは、役員等

というふうに解されてございます。また、届け出の内容は、再就職日、最就職先の名称、

業務内容、地位ということでございます。 

 （３）の義務づけ期間でございますが、離職後２年間でございます。 

 ３の施行期日につきましては、平成28年４月１日から施行するものでございます。 

 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１４ 議案第１９号 

〇田村議長 日程第14、議案第19号 浦幌町地域軽スポーツセンターの設置及び管理等に
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関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 議案書の17ページをごらん願います。議案第19号 浦幌町地

域軽スポーツセンターの設置及び管理等に関する条例の一部改正について。 

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

次のように定める。 

 平成28年３月７日提出、浦幌町長。 

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

る条例の一部を改正する条例。 

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

18号）の一部を次のように改正する。 

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

説明資料の22ページをごらん願います。１、改正の趣旨でございますが、平成28年３月31日

に閉校する浦幌町立厚内小学校の体育館について、地域の体育、スポーツの普及振興を目

的に軽スポーツセンターとして利用することから、条例に加える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、23ページの新旧対照表をごらん願います。第２条の表

の浦幌町上浦幌地区軽スポーツセンターの次に、浦幌町厚内地区軽スポーツセンターを加

えるものでございます。 

 ３、施行期日でございますが、この条例は、平成28年４月１日から施行するものでござ

います。 

 以上で説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第19号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１５ 議案第２０号 
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〇田村議長 日程第15、議案第20号 固定資産評価審査委員会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20号 固定資産評価審査委員会条例の一部改正について。 

 固定資産評価審査委員会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３月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。固定資産評価審査委員会条例（平成11年浦幌町条例第

33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、別紙議案説明資料の24ページ、条例説明資料並びに25から26ペー

ジ、新旧対照表により行います。まず最初に、議案説明資料24ページをごらん願います。

固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １、改正の趣旨、行政不服審査法及び行政不服審査法施行令が平成28年４月１日から施

行されることに伴い、固定資産評価審査委員会条例の一部を改正するものです。 

 改正の内容、ここからにつきましては次のページの新旧対照表により説明をいたします。

新旧対照表の改正後の欄をごらん願います。第４条第２項の審査申出書の記載事項につい

てでありますが、第１号では居所が追加され、第２号では審査の申し出に係る処分の内容

の記載が追加されたものでございます。 

 第３項では、前項第１号と同様、法人等が審査申し出人である場合においても居所が追

加され、代表者等の資格の証明書等の添付を義務づけております行政不服審査法第13条第

１項の規定は改正後において行政不服審査法施行令第３条第１項とされたことから、条文

の整理をしているものでございます。 

 第６項では、審査申し出人は代表者もしくは管理人、総代または代理人がその資格を失

ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならないとする規定が新たに追加さ

れました。 

 第６条第２項では、弁明が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第３

条第１項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してなされた場合は、弁明

書の提出がされたものとみなすという規定が追加されてございます。 

 第３項の審査申し出人への弁明書送付の例外規定でありますが、ただし書き条文は申し

出人の弁明書送付が義務づけられたことから、削除がされたものでございます。 

 第５項には、委員会は審査申し出人から反論書の提出があったときは、これを町長に送

付しなければならないとする規定が追加されてございます。 

 第11条第１項には、委員会の審査決定書には主文、事案の概要、審査申し出人及び市町

村長の主張の要旨、理由を記載し、委員会の記名、押印をするものと規定をされてござい

ます。 
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 ここで議案書の20ページに戻っていただきたいと思います。施行期日でございます。こ

の条例につきましては、平成28年４月１日から施行するというものでございます。 

 適用区分でございますが、改正後の条例第４条第２項、第３項及び第６項、第６条第２

項、第３項及び第５項並びに第11条第１項の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産

税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申し出につい

て適用するものでございまして、それまでの平成27年度までの固定資産税に係る固定資産

について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申し出については、従前のとお

りとするという内容でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第20号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 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21号 

〇田村議長 日程第16、議案第21号 浦幌町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

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21ページをお開き願います。議案第21号 浦幌町人事行政の運

営等の状況の公表に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町人事行政の運営等の状況の公表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３月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一

部を改正する条例。 

 浦幌町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年浦幌町条例第23号）の一

部を次のように改正する。 

 本条例の改正の内容につきましては、条文の朗読を省略させていただき、説明資料をも
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って説明をさせていただきます。説明資料の27ページをごらん願います。浦幌町人事行政

の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １、改正の趣旨でございます。地方公務員法の改正による人事行政の運営等の状況の公

表事項の改正並びに行政不服審査法の施行に伴う改正を行うものでございます。 

 ２の改正の内容でございます。①につきましては、人事行政の運営等の状況の公表事項

について、人事評価、休業及び退職管理を追加し、勤務評定を削除するものでございます。 

 ②におきましては、公平委員会の報告事項の「不服申立て」を「審査請求」に改めるも

のでございます。 

 新旧対照表につきましては28ページに記載してございますので、後ほどご参照願いたい

と思います。 

 また、３の施行期日でございますが、平成28年４月１日から施行するものでございます。 

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

 〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第21号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１７ 議案第22号 

〇田村議長 日程第17、議案第22号 浦幌町町有住宅使用管理条例の一部改正についてを

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書の23ページをごらん願います。議案第22号 浦幌町町有住宅使用

管理条例の一部改正について。 

 浦幌町町有住宅使用管理条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成28年３月７日提出、浦幌町長。 

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

 浦幌町町有住宅使用管理条例（昭和30年浦幌町条例第１号）の一部を次のように改正す

る。 
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 本条文の改正内容につきましては、条文の朗読を省略させていただき、説明資料をもっ

て説明させていただきます。説明資料の29ページをごらん願います。浦幌町町有住宅使用

管理条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １の改正の趣旨でございます。浦幌町立上浦幌中央小学校の教員住宅のうち１棟２戸に

ついて、老朽化により使用にたえがたいとし、昨年の９月に取り壊しをしたことによる用

途廃止をするものでございます。また、平成28年３月31日をもって閉校する浦幌町立厚内

小学校が保有する教員住宅５棟６戸について１棟１戸を浦幌消防署職員住宅とし、残りを

入居を希望する方の利用に供する住宅として用途変更するために改正するものでございま

す。また、平成28年３月31日をもって東十勝消防事務組合が解散し、現在所有している浦

幌消防署職員住宅が本町の財産となることから、その住宅を消防職員に貸し付けるために

改正を行うものでございます。 

 ２の改正の内容でございます。第２条の入居者の資格に浦幌消防署職員を加えるもので

ございます。 

 次に、別表２の一部改正でございますが、別表２と申しますのは教員住宅のことでござ

います。①でございますが、用途廃止するために削除するものでございます。建設年度が

昭和50年度の上浦幌中央小学校の教員住宅について削除するものでございます。 

 次、②でございます。用途変更するために削除するものでございます。昭和61年度から

平成６年度までに建設された厚内小学校の教員住宅について、それぞれ用途変更のために

削除する内容でございます。 

 ③でございます。別表４、これは新たに追加する内容でございます。浦幌消防署職員住

宅を追加する内容でございます。昭和55年、57年、61年度、また平成25年度については、

もともと消防署が所有していたものでございます。平成５年度、６年度の住宅におきまし

ては、教員住宅から用途がえをする内容でございます。 

 それぞれ新旧対照表につきましては、30ページから32ページに記載してございます。 

 ３の施行期日でございますが、平成28年４月１日から施行するものでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第22号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 
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 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23号 

〇田村議長 日程第18、議案第23号 浦幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書の26ページをごらん願います。議案第23号 浦幌町議会議員の議

員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

 平成28年３月７日提出、浦幌町長。 

 浦幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和31年浦幌町条例第18号）

の一部を次のように改正する。 

 本条例の改正の内容につきましては、説明資料をもって説明させていただきます。説明

資料の33ページをごらん願います。浦幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例説明資料。 

 １の改正の趣旨でございます。議会議員の期末手当につきまして、職員の期末、勤勉手

当の支給月と同様に改正するものでございます。 

 ２の改正の内容でございます。期末手当でございますが、現行６月、12月合計で4.1月分

を改正案といたしましては６月支給、12月支給分合わせまして4.2に改正するものでござい

ます。増加月数につきましては、0.1月でございます。 

 ３の施行期日につきましては、平成28年４月１日から施行するものでございます。 

 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23号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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    ◎日程第１９ 議案第２４号 

〇田村議長 日程第19、議案第24号 浦幌町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改

正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書の28ページをごらん願います。議案第24号 浦幌町特別職の職員

の給与等に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成28年３月７日提出、浦幌町長。 

 浦幌町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町特別職の職員の給与等に関する条例（昭和22年浦幌町条例第15号）の一部を次の

ように改正する。 

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

せていただきます。説明資料35ページをごらん願います。浦幌町特別職の職員の給与等に

関する条例の一部を改正する条例説明資料でございます。 

 １、改正の趣旨でございます。平成26年10月15日付で浦幌町議会議長から、町理事者の

給料及び町議会議員の議員報酬並びに行政委員会委員、審議会委員等の報酬等に関する申

し入れに基づく検討の結果、特別職の職員の給料月額及び期末手当について改正するもの

でございます。 

 ２の改正の内容でございます。給料月額、現行町長につきましては62万6,000円から改正

案70万円、改定率11.8％、副町長につきましては現行55万8,000円から改正案59万円、改定

率5.7％ということでございます。 

 ②の期末手当につきましては、現行６月支給、12月支給合計いたしまして3.85月を改正

案としまして4.2月に改正するものでございます。増加月数については、0.35月となるもの

でございます。 

 次に、３の浦幌町特別職報酬等審議会の意見でございますが、平成28年２月５日に開催

をお願いしたところでございますが、改正案に対しては適当とのご意見をいただいている

ものでございます。 

 36ページには新旧対照表がございますので、後ほどご参照願いたいと思います。 

 ４の施行期日につきましては、平成28年４月１日から施行するものでございます。 

 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。 
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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24号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２０ 議案第25号 

〇田村議長 日程第20、議案第25号 教育長の給与、旅費、勤務時間、休暇等及び職務専

念義務の特例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30ページをごらん願います。議案第25号 教育長の給与、旅費、

勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例の一部改正について。 

 教育長の給与、旅費、勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例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３月７日提出、浦幌町長。 

 教育長の給与、旅費、勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例の一部を

改正する条例。 

 教育長の給与、旅費、勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例（昭和31年

浦幌町条例第20号）の一部を次のように改正する。 

 改正の内容につきましては、条文の朗読を省略させていただき、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37ページをお開き願います。教育長の給与、旅費、勤

務時間、休暇等及び職務専念義務の特例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26年10月15日付で町議会議長から町理事者の給料及

び町議会議員の議員報酬並びに行政委員会委員、審議会委員等の報酬等に関する申し入れ

に基づきまして検討の結果、教育長の給料月額及び期末手当について改正するものでござ

います。 

 ２の改正の内容でございます。給料月額につきましては現行51万2,000円を改正案といた

しまして53万円、改定率3.5％でございます。 

 ②の期末手当につきましては、浦幌町特別職の職員の給与等に関する条例の例に合わせ

まして、現行６月支給、12月支給合わせまして3.85から改正案では６月、12月支給合わせ

まして4.2月分に改正いたしまして、６月期分につきましては0.35月となるものでございま

す。 

 ３の浦幌町特別職報酬等審議会の意見でございますが、平成28年２月５日に開催をお願
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いし、ご審議を賜りましたが、改正案については適当とのご意見をいただいてございます。 

 新旧対照表については38ページに記載してございますので、後ほどごらん願いたいと思

います。 

 ４の施行期日につきましては、平成28年４月１日から施行するものでございます。 

 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25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２６号 

〇田村議長 日程第21、議案第26号 実費弁償支給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32ページをごらん願います。議案第26号 実費弁償支給に関す

る条例の一部改正について。 

 実費弁償支給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３月７日提出、浦幌町長。 

 実費弁償支給に関する条例の一部を改正する条例。 

 実費弁償支給に関する条例（昭和38年浦幌町条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 改正内容につきましては、説明資料をもって説明させていただきます。説明資料39ペー

ジをごらん願います。実費弁償支給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。農業委員会等に関する法律の改正に伴いまして、本条例

において引用している条文の引用先が変更となることから、改正するものでございます。 

 改正の内容につきましては、次のページの新旧対照表をごらん願います。改正前、第２

条第１項の６号で太線で記載してございますが、「第29条第１項」とあるものを改正後にお

いて「第35条第１項」に改正するものでございます。 

 ３の施行期日につきましては、平成28年４月１日から施行するものでございます。 
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 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

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26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２７号 

〇田村議長 日程第22、議案第27号 浦幌町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。 

〇泉町民課長 議案第27号 浦幌町税条例の一部改正について。 

 浦幌町税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３月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町税条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町税条例（昭和40年浦幌町条例第35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41ページの条例説明資料並びに42から51ページの新旧対照表により行いま

すので、よろしくお願いを申し上げます。まず最初に、議案説明資料41ページをごらん願

います。浦幌町税条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １、改正の趣旨、地方税法等の一部を改正する法律の施行により、地方公共団体の徴収

金に係る徴収の猶予、換価の猶予、または猶予に係る担保の徴収等の取り扱いに係る規定

の一部が改正になったこと及び行政不服審査法の施行により関係する字句の整理が必要と

なったことから、浦幌町税条例の一部を改正するものでございます。今回の改正は、地方

税法に規定している猶予制度について地方分権を推進する観点や地方税に関する地域の実

情がさまざまであることを踏まえ、各地域の実情に応じた納税の負担軽減を図るとともに、

早期かつ的確な納税の履行を確保するため、猶予に関し条例で定める仕組みとされたこと

から、改正を行うものでございます。 

 改正の内容でございますが、ここからにつきましては新旧対照表により説明をさせてい
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ただきます。次のページをお開き願います。浦幌町税条例新旧対照表の改正後をごらんい

ただきます。まず最初に、第８条には徴収猶予に係る町の徴収金の分割納付または分割納

入の方法について規定をしています。地方税法に定める徴収猶予の要件でありますが、納

税者または特別徴収義務者がその財産につき災害を受けたとき、盗難に遭ったとき、納税

者または特別徴収義務者、またはこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、また

は負傷したとき、それから納税者または特別徴収義務者がその事業を廃止し、または休止

したとき、それとこれらの方が事業につき著しい損失を受けたとき、それから前項各号の

１に該当する事実に類する事実があったときの５つ事由要件とされております。この場合、

徴収金を一時に納付または納入することができないと認められるときは、その認められる

金額を限度として、その者の申請により、１年以内に限りその徴収を猶予することができ

るとされています。この場合においては、その金額を適宜分割して納付、または納入すべ

き期限を定めることを妨げないとなってございます。よって、その方法について規定をし

ているものでございます。 

 第９条では、第８条で説明したとおり５つの事由のいずれかに該当する場合における徴

収猶予の申請手続等について規定をしています。 

 第６号では、担保を徴収する場合は猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合の

みとされておりましたが、改正では100万円を超え、３カ月を超える場合とされ、担保の種

類、保証人に関する事項、さらには必要書類の提出が求められています。 

 第10条では、徴収猶予の取り消しについて規定をしています。当該徴収の猶予をしたと

きにおいて、本人の責任によらなく、予見できなかった第１号から第６号の事実があった

場合には、継続して猶予しても債権の徴収に支障がないと認められた以外は猶予を取り消

すものであると規定をしてございます。 

 第11条には職権による換価の猶予の手続について規定をしています。納税者または特別

徴収義務者が納税について誠実な意思を有し、財産の換価を直ちにすることにより事業継

続、生活維持を困難にするおそれがあるとき、または財産の換価の猶予をすることが直ち

にその換価をすることに比べ徴収上有利なときは、町長の職権で猶予することができると

されています。猶予期間は１年以内を原則としながら、延長も可能となっており、その期

間は最大２年以内まででございます。 

 第12条では、申請による換価の猶予の申請手続について規定をされてございます。これ

は、納税者が納税について誠実な意思を有していますが、一時に納付することにより事業

の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合は、申請により猶予

を受けることができるものでございます。その申請の期限は、納入期限から６カ月以内に

しなければならないとされております。 

 第13条には、担保を徴する必要が必要がない場合を規定しています。猶予に係る金額が

100万円以下である場合、猶予期間が３カ月以内である場合につきましては、第１号から第

４号までの財産がなく、かつ保証人となる適切な者がいない場合、担保の見積額が猶予に
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係る町の徴収金及び町の徴収金以外の債権、またはこれに先立つ抵当権等により担保され

る債権、その他の債権の合計額に満たない場合、担保を徴収することにより事業の継続ま

たは生活の維持に著しい支障を与えられると認められる場合、有価証券の適用により猶予

に係る徴収金につき担保の提供の必要がないと認められるときとなってございます。 

 第14条には、担保の変更について規定をしています。猶予を受けた者から徴収した担保

について変更の申し出があったときは、徴収金の徴収に必要がないと認められる場合であ

って、国債及び地方債、町長が確実と認める債権、その他の有価証券、土地、保険に付し

た建物、それから立木、船舶、航空機、自動車、建設機械等々である場合は申し立てを承

認するというようなことでございます。 

 第２項では、新たな担保を徴取したときは、現に徴している担保を解除するという内容

でございます。 

 第15条では、担保の解除について規定しています。これは、前条第２項に定めるものの

ほか、第１号で猶予に係る徴収金について、納付、充当または更正の取り消し等によりそ

の全額が消滅したとき。 

 第２号では、差し押さえ財産がある場合の担保の額の特例の適用がある当該差し押さえ

財産について価格の高騰等があったことにより担保を引き続き提供させておく必要がなく

なったときとしています。 

 第18条第１項の「法」、「浦幌町公告式条例」は、字句の整理でございます。 

 同じく第18条の２第１項の「審査請求」は、行政不服審査法の施行に伴う字句の整理。 

 第23条第３項中の「令」は、字句の整理でございます。 

 41ページの説明資料に戻っていただきます。施行期日でございますが、これにつきまし

ては平成28年４月１日から施行するものでございます。 

 経過措置といたしましては、徴収の猶予及び職権による換価の猶予に係る規定は、施行

日以後に申請または決定のあったものについて適用し、それ以前に決定のあったものにつ

いては、なお従前の例によるというふうになってございます。なお、申請による換価の猶

予に係る規定は、施行日以降に納期限が到来するものについて適用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。 

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27号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 
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〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２３ 議案第２８号 

〇田村議長 日程第23、議案第28号 浦幌町行政財産使用料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41ページをごらん願います。議案第28号 浦幌町行政財産使用

料条例の一部改正について。 

 浦幌町行政財産使用料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３月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町行政財産使用料条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町行政財産使用料条例（平成15年浦幌町条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 改正の内容につきましては、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

52ページをお開き願います。浦幌町行政財産使用料条例の一部を改正する条例説明資料。

１の改正の趣旨でございます。電気通信事業法施行令の改正に伴いまして、本条例におい

て引用している条文の引用先が変更となることから改正するものでございます。 

 改正の内容でございますが、53ページの新旧対照表をごらん願いたいと思います。第２

条第２項中、電気通信事業法施行令第５条とあるものを改正後におきましては第２条第２

項において電気通信事業法施行令第８条に引用先が変わるものでございます。 

 ３の施行期日でございますが、平成28年５月21日から施行するものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどを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28号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２４ 議案第２９号 
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〇田村議長 日程第24、議案第29号 浦幌町立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正につい

てを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 議案第29号 浦幌町立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正につい

て。 

 浦幌町立幼稚園保育料等徴収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３月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町立幼稚園保育料等徴収条例（平成13年浦幌町条例第39号）の一部を次のように改

正する。 

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

によりご説明いたします。説明資料の54ページをごらん願います。浦幌町立幼稚園保育料

等徴収条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １の改正の趣旨でございますが、平成28年４月より国において実施される年収約360万円

未満のひとり親世帯等に対する保育所等の利用者負担軽減措置に伴い、本条例の改正を行

うものでございます。 

 ２の改正の内容でございますが、別表備考３に「また、第３階層と認定された世帯であ

っても、所得割７万7,100円以下で次のいずれかに該当する世帯である場合には、第１子は

当該階層の徴収額から1,000円を控除し、第２子以降は無料とする。」を加えるものでござ

います。平成28年度から国が実施するひとり親世帯等の保育料負担軽減につきましては、

年収約360万円未満、国はこれを町民税所得割課税額７万7,100円以下としていますが、そ

のひとり親世帯等に対し、第１子の保育料を半額とし、第２子以降保育料の無償化を実施

することから、町立幼稚園も国の施策に伴い、説明資料の中段の表のとおり、第３階層の

町民税所得割課税額７万7,100円以下世帯の第２子の保育料を改正前の基準額の半額から

値上げするものでございます。また、現在町立幼稚園の第３階層の第１子の保育料につき

ましては、国が平成28年度から町民税所得割課税額７万7,100円以下の世帯に実施する国の

基準額の半額と同程度の基準額に既に設定しているため保育料の半額措置はいたしません

が、国が1,000円の保育料負担軽減措置を講じていることから、町民税所得割課税額７万

7,100円以下の世帯については保育料基準額から1,000円を控除するものでございます。 

 ３の施行期日でございますが、平成28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55ページに記載しておりますので、ご参照願います。 

 以上で説明を終わりますので、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。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第29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３０号 

〇田村議長 日程第25、議案第30号 浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例

の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 議案第30号 浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例の

一部改正について。 

 浦幌町立保育園の設置及び保育の実施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３月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例の一

部を改正する条例。 

 浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例（平成10年浦幌町条例第１号）の一

部を次のように改正する。 

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

により説明いたします。 

 説明資料の56ページをごらん願います。浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する

条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １の改正の趣旨でございますが、平成28年４月より国において実施される年収約360万円

未満のひとり親世帯等に対する保育所等の利用者負担軽減措置に伴い、本条例の改正を行

うものでございます。 

 ２の改正の内容でございますが、別表備考２中「また、第３階層と認定された世帯であ

っても、次に掲げる世帯である場合には、当該階層の徴収額から1,000円を控除する。」を

「また、第３階層と認定された世帯、第４―１階層と認定された世帯及び第４―２階層の

うち所得割合７万7,100円以下と認定された世帯であっても、次のいずれかに該当する世帯

である場合には、第１子は当該階層の徴収額から1,000円を控除し、第２子以降は無料とす

る。」に改めるものでございます。 
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 平成28年度から国が実施いたしますひとり親世帯等の保育料負担軽減につきましては、

年収約360万円未満のひとり親世帯等に対しまして、第１子の保育料を半額とし、第２子以

降の保育料の無償化を実施することから、町立保育園も国の施策に伴いまして、説明資料

中段の表のとおり、第３階層と第４―１階層、そして第４―２階層のうち町民税所得割課

税額７万7,100円以下の世帯の第２子の保育料を改正前の基準額の半額から無料にするも

のでございます。また、現在町立保育園の第３階層、第４―１階層の第１子の保育料につ

きましては、国が平成28年度から町民税所得割課税額７万7,000円以下世帯に実施する国の

基準額の半額と同程度の基準額に設定しているため保育料の半額措置はいたしませんが、

第４―２階層のうち町民税所得割課税額７万7,100円以下世帯の第１子の保育料につきま

しては、国の基準額の半額と同程度の料金に設定する必要があるため、第４―１階層と第

４―２階層のうち町民税所得割課税額７万7,100円以下世帯につきましては基準額から

1,000円を控除するものでございます。 

 ３の施行期日でございますが、平成28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57ページに記載しておりますので、ご参照願います。 

 以上で説明を終わりますので、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30号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２６ 議案第３１号 

〇田村議長 日程第26、議案第31号 浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関す

る条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 議案第31号 浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関する

条例の一部改正について。 

 浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。 
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 平成28年３月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関する条

例の一部を改正する条例。 

 浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関する条例（平成11年浦幌町条例第31号）

の一部を次のように改正する。 

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

によりご説明いたします。説明資料の58ページをごらん願います。浦幌町立へき地保育所

の設置及び保育の実施に関する条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １の改正の趣旨でございますが、平成28年４月より国において実施される年収約360万円

未満のひとり親世帯等に対する保育所等の利用者負担軽減措置に伴い、本条例の改正を行

うものでございます。 

 ２の改正の内容でございますが、別表備考２中「また、第３階層と認定された世帯であ

っても、次に掲げる世帯である場合には、当該階層の徴収額から1,000円を控除する。」を

「また、第３階層と認定された世帯、第４―１階層と認定された世帯及び第４―２階層の

うち所得割７万7,100円以下と認定された世帯であっても、次のいずれかに該当する世帯で

ある場合には、第１子は当該階層の徴収額から1,000円を控除し、第２子以降は無料とす

る。」に改めるものでございます。 

 平成28年度から国が実施いたしますひとり親世帯等の保育料負担軽減につきましては、

年収約360万円未満のひとり親世帯等に対しまして第１子の保育料を半額といたしまして、

第２子以降保育料の無料化を実施いたしますことから、町立へき地保育所も国の施策に伴

いまして説明資料の中段の表のとおり、第３階層と第４―１階層、そして第４―２階層の

うち、町民税所得割課税額７万7,100円以下世帯の第２子の保育料を改正前の基準額の半額

から無料にするものでございます。また、現在へき地保育所の第３階層、第４―１階層及

び第４―２階層の第１子の保育料につきましては、国が28年度から町民税所得割課税額７

万7,100円以下世帯に実施いたします国の基準額の半額以下の基準額に設定していますた

め保育料の半額措置はいたしませんが、第４―１階層と第４―２階層のうち町民税所得割

課税額７万7,100円以下世帯の第１子の保育料につきましては、町立保育園と同じひとり親

世帯等の保育料負担軽減措置を行うため、第４―１階層と第４―２階層の基準額から

1,000円を控除するものでございます。 

 ３の施行期日でございますが、平成28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59ページに記載しておりますので、ご参照願います。 

 以上で説明を終わりますので、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。 
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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31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、これに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 １時５９分  休憩 

午後 ２時１８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ます。 

 

    ◎日程第２７ 議案第３２号 

〇田村議長 日程第27、議案第32号 浦幌町新規就農者誘致に関する特別措置条例の一部

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。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 議案49ページをごらん願います。議案第32号 浦幌町新規就農者誘致に

関する特別措置条例の一部改正について。 

 浦幌町新規就農者誘致に関する特別措置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３月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町新規就農者誘致に関する特別措置条例の一部を改

正する条例。 

 浦幌町新規就農者誘致に関する特別措置条例（平成３年浦幌町条例第６号）の一部を次

のように改正する。 

 条文の朗読は省略させていただきますので、改正内容につきましては議案説明資料をも

ちましてご説明させていただきます。議案説明資料の60ページをごらん願います。 

 １、改正の趣旨でございますが、農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、関係する条項

を改正するとともに、農地賃借料及び農地等の固定資産税に係る奨励金の交付期間を明確
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化するため、あわせて改正を行うものでございます。 

 ２、改正の内容につきましては、次のページの新旧対照表をもちましてご説明させてい

ただきます。表の右側、改正前をごらんください。まず、条例第５条第２号の改正でござ

いますが、前段部分につきましては、先ほど改正の趣旨で申し上げましたとおり、農業経

営基盤強化促進法の改正に伴いまして条例を改正するものでございます。 

 また、この第２号は農地の賃借料、次の第３号につきましては農地や農業用施設用地等

の固定資産税に対する奨励金について規定しているものでございますが、これら奨励金の

交付期間の記述が不明確であることから、それぞれ奨励金の交付期間を表の左側、改正後

のように認定を受けてから10年までと明記するものでございます。なお、改正後の条例に

つきましても奨励金の額は第２号、第３号とも従来どおりでありますので、新規就農され

た方が受け取れる奨励金が減額になるものではございません。 

 ３、施行期日でございますが、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

 以上で説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第32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２８ 議案第３３号 

〇田村議長 日程第28、議案第33号 浦幌町過疎地域自立促進市町村計画についてを議題

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 議案第33号 浦幌町過疎地域自立促進市町村計画について提案の理由を説明

させていただきます。 

 本議案は、浦幌町過疎地域自立促進市町村計画を策定するため、議会の議決を求めるも

のであります。 

 浦幌町過疎地域自立促進市町村計画につきましては、過疎地域自立促進特別措置法に基

づき、平成12年度から平成21年度までの前期、後期、それぞれ５カ年の計画を定め、その
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後平成22年の過疎地域自立促進特別措置法の一部改正に伴い、６年間の期間延長を行い、

平成27年度までの計画を定めてまいりました。過疎対策の推進に当たりましては、過疎問

題の解決を国民全体の問題と捉え、実効性のある対策を切れ目なく講じていく必要があり、

東日本大震災の発生後における過疎関係市町村の実情に鑑み、平成24年の過疎地域自立促

進特別措置法の一部改正では有効期限が平成32年度までの５年間延長されたところであり

ます。また、市町村計画は、都道府県が定める過疎地域自立促進方針に基づき策定するこ

とになっておりますが、昨年12月18日に北海道過疎地域自立促進方針が示されたところで

あります。本町といたしましても、過疎地域自立促進特別措置法に従い、計画を策定する

ものでありますが、北海道過疎地域自立促進方針に基づき、浦幌町第３期まちづくり計画

との整合性を図りながら、本町の基幹産業であります第１次産業の振興を初め、町民と協

働による地域福祉体制の整備、地域総ぐるみの教育の展開、生活環境の整備など、厳しい

財政状況の中、過疎債を有効に活用して地域の自立促進を図っていく内容でありますので、

よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。 

 なお、別冊の浦幌町過疎地域自立促進市町村計画につきましては、まちづくり政策課長

より説明しますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 浦幌町過疎地域自立促進市町村計画につきましてご説明いた

します。 

 最初に、議案説明資料の62ページをごらん願います。浦幌町過疎地域自立促進市町村計

画に関する説明資料。 

 初めに、申しわけありませんが、説明資料の訂正をお願いいたします。２、策定の経過

の（４）北海道過疎地域自立促進方針の策定が平成28年12月18日となっておりますが、こ

ちらを平成27年12月18日に訂正をお願いいたします。大変申しわけありませんでした。 

 それでは、ご説明させていただきます。１、策定の趣旨でございますが、本計画は過疎

地域自立促進特別措置法及び北海道過疎地域自立促進方針に基づき策定するものでござい

ます。 

 ２、策定の経過でございますが、本計画は過疎地域自立促進特別措置法に基づき、平成

12年度から平成21年度までの10年間の計画、その後法律の一部改正によりまして平成27年

度までの６年間の計画、さらに今回は平成32年度までの５年間の計画を策定するもので、

昨年12月に策定されました北海道過疎地域自立促進方針に基づき、北海道との協議を終え

て提案するものでございます。 

 計画の内容でございますが、別冊の浦幌町過疎地域自立促進市町村計画をごらん願いま

す。初めに、目次の部分をお開き願います。目次では、分野構成に基づきまして、１、基

本的な事項で浦幌町の概況を初め人口及び産業の推移の動向などについてまとめ、続いて

２、産業の振興、３、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進、４、生活環境

の整備、５、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進、６、医療の確保、７、教育の振興、
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８、地域文化の振興等、９、集落の整備、10、その他地域の自立促進に関し必要な事項に

関しまして整理しているところでございます。 

 次に、12ページをお開き願います。12ページの下のほうになりますけれども、（４）地域

の自立促進の基本方針をごらん願います。依然として続く人口減少や少子高齢化の進行、

国際化の進展に伴う基幹産業の停滞、地域産業や地域社会を支える担い手不足、労働力を

受け入れる場が少ないなど、多くの課題を抱えているところでございます。このページの

最後の行から13ページになりますけれども、地域の自立促進対策の推進に当たっては本町

の総合振興計画である浦幌町第３期まちづくり計画との整合を図るとともに、第３次十勝

ふるさと市町村圏計画との調整、各施策相互間の連携に配慮しながら、活力ある産業を育

成し、雇用機会の確保、増大を図り、快適で住みよい生活環境づくりを進め、地域間交流

を促進し、交流人口の拡大を図るなど、地域の自立促進に努めることとしております。ま

た、第３期まちづくり計画の６つの基本目標と過疎法の目的との整合性を図り、郷土の発

展を支える活力ある農林水産業の町、心にゆとりを持って安心して生活できる町、安心し

て子供を育て、いつまでも暮らせる町、14ページをお開き願います。うらほろスタイルを

創出する教育、文化の町、みんなでつくる参画と協働の町、すぐれた自然をいつまでも誇

れる町の６つの柱に基づき、それぞれ基本方針を定めております。このページの下のほう

になりますけれども、（５）計画期間を平成28年４月１日から平成33年３月31日までの５年

間としております。 

 15ページをごらん願います。15ページから17ページは、２、産業の振興の農業、林業、

水産業等の（１）現況と問題点、（２）その対策を整理しているところでございます。 

 18ページから19ページまでは、平成28年度から平成32年度までの事業計画を記載してい

ますが、いずれも第３期まちづくり計画の後期実施計画に記載されている事業でございま

す。 

 20ページをお開き願います。20ページからは３、交通通信体系の整備、情報化及び地域

間交流の促進に係る分野でございますが、産業の振興と同様に現況と問題点、その対策を

整理しております。 

 22ページから24ページまでは、平成28年度から平成32年度までの事業計画を記載してい

ます。いずれも第３期まちづくり計画後期実施計画に記載されている事業でございますが、

このうち23ページの（３）林道、上出沢線林道整備事業につきましては、昨年11月に北海

道の事業審査におきまして新設可能との評価を受けましたので、平成28年度から新規事業

として追加するものでございます。以下、過疎法で定められております分野構成に基づき、

２、産業の振興、３、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進と同様に現状と

問題点、その対策、事業計画を記載しているところでございます。過疎計画に盛り込まれ

ています事業は、まちづくり計画の中から過疎債の有効活用などの財源的な面や過疎法の

趣旨に沿った事項を抜粋した形となっておりますので、それぞれの内容の説明は省略をさ

せていただきます。 
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 続きまして、別冊の参考資料１、平成28年度から平成32年度の事業計画をごらん願いま

す。参考資料の１に記載の事業のうち、過疎債を予定しております事業につきましては備

考欄に過疎債と表示をしているところでございます。１ページをごらん願います。１、産

業の振興、（１）基盤整備、合流地区畑地帯総合整備事業。２ページをごらん願います。（３）

経営近代化施設、模範牧場作業用機械購入事業、（９）過疎地域自立促進特別事業の雇用促

進事業。３ページをごらん願います。２の交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の

促進、（１）市町村道、２条通改良・舗装事業から町道老朽化対策事業までの13事業が過疎

債対象事業でございます。４ページをごらん願います。引き続きになりますが、橋梁長寿

命化事業から雪寒機械更新事業までの４事業、11、過疎地域自立促進特別事業のコミュニ

ティバス運行事業から民間賃貸住宅建設促進事業までの４事業。それから、５ページをご

らん願います。３、生活環境の整備、浦幌町簡易水道事業から消防車両購入事業までの６

事業。６ページをごらん願います。４、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進では、（４）

の認定こども園、認定こども園新築事業、（８）過疎地域自立促進特別事業のうち、訪問介

護事業等運営費補助事業から学校給食費補助事業までの６事業。７ページをごらん願いま

す。５、医療の確保では、（１）診療施設、町立診療所医療機器更新事業、（３）過疎地域

自立促進特別事業、患者輸送バス運行事業となっております。８ページをごらん願います。

６、教育の振興、（１）学校教育関連施設、スクールバス更新事業と学校給食センター改築

事業、（４）過疎地域自立促進特別事業のうち高等学校等就学費補助事業。以上の合計42事

業が過疎債対象事業でございます。 

 厳しい財政状況の中、過疎債を有効に活用して地域の自立促進を図っていく内容でござ

います。 

 以上で説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２９ 議案第３４号 

〇田村議長 日程第29、議案第34号 定住自立圏形成協定の変更についてを議題といたし
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ます。 

 提案理由の説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 議案書の52ページをごらん願います。議案第34号 定住自立

圏形成協定の変更について。 

 帯広市との間において、次のとおり定住自立圏形成協定を変更することについて、浦幌

町議会基本条例第12条第３号の規定により、議会の議決を求める。 

 平成28年３月７日提出、浦幌町長。 

 54ページをお開き願います。定住自立圏の形成に関する協定書の一部を変更する協定書。 

 帯広市と浦幌町は、平成23年７月７日に締結した定住自立圏の形成に関する協定書の一

部を変更する協定を次のとおり締結する。 

 別表第１から別表第３までを次のように改める。 

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

説明資料の63ページをごらん願います。定住自立圏形成協定の変更に係る説明資料。 

 １、変更の趣旨でございますが、定住自立圏構想は、圏域の中心的な役割を担う中心市

と周辺町村がそれぞれ魅力を生かしながら、相互に役割分担し、連携、協力することによ

り圏域全体で必要な生活機能を確保し、地方圏への人口定住を促進する自治体間連携の取

り組みでございます。十勝管内においては、定住自立圏構想を推進していくため、平成22年

12月15日に帯広市が中心市宣言を行い、その後平成23年７月７日に帯広市と18市町村との

間で１対１の協定を締結し、平成23年度から平成27年度までの十勝定住自立圏共生ビジョ

ンに基づく取り組みを行ってまいりました。つきましては、平成28年度から平成31年度ま

での第２期十勝定住自立圏共生ビジョンの策定に当たりまして、定住自立圏形成協定の変

更に関しまして各市町村議会の議決を経ようとするものでございます。 

 ２、変更の内容でございますが、本文の変更はありませんが、別表第１から別表第３に

つきまして新規取り組み事項の追加や字句修正を行うものでございます。 

 64ページをお開き願います。第２期定住自立圏共生ビジョン取り組み項目一覧。このゴ

シック体のアンダーラインで示している部分が修正や新規取り組み項目となるもので、高

齢者の生活支援体制の構築など、新たに５つの取り組み項目が追加となります。 

 次に、65ページをごらん願います。協定書の新旧対照表につきましてご説明させていた

だきます。別表第１、生活機能の強化に係る政策分野、分類の１、医療では、（１）救急医

療体制の確保を救急医療体制等の確保に修正するものですが、平成26年度から救命救急セ

ンター運営費助成に加えて小児救急医療や周産期医療などへの支援も行っているため、救

急医療体制等の確保にするものでございます。 

 66ページをごらん願います。分類の２、福祉では、（３）高齢者の生活支援体制の構築を

新たに追加するもので、高齢者の徘回などについて広域での情報共有や対応体制の構築を

図るものでございます。 
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 67ページをごらん願います。分類の３、教育では、（３）スポーツ大会等の誘致を新たに

追加するもので、スポーツ大会等を誘致するため、管内におけるスポーツ施設の利用調整

や宿泊環境についての連携体制を強化するものでございます。 

 分類の４、産業振興では、（１）農商工・産学官連携及び地域ブランドづくりの推進の取

り組みのうち、財団法人十勝圏振興機構が平成25年４月から広域財団法人に移行し、名称

を変更していることから、公益財団法人とかち財団に改めるものでございます。 

 68ページをごらん願います。（３）企業誘致の推進では、平成26年３月に十勝19市町村が

参画する十勝地域産業活性化協議会を発足し、連携体制が構築されたことから、連携体制

の構築の部分を削除するものでございます。 

 69ページをごらん願います。航空宇宙産業基地構想について、管内自治体を初め、民間

を含めた幅広い連携のもと、さらなる推進を図るため、（８）航空宇宙産業基地構想の推進

を新たに追加するものでございます。 

 70ページをごらん願います。こちらからは別表２、結びつきやネットワークの強化に係

る政策分野となります。 

 71ページをごらん願います。分類の３、移住・交流の促進では、（２）結婚を希望する若

者の支援を新たに追加するもので、結婚を応援する機運の醸成や結婚支援事業の活性化を

図り、結婚を希望する若者を支援するものでございます。 

 別表３、圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野では、分類２、データ分析、（１）

圏域レベルのデータ集積・活用を新たに追加し、定住自立圏の施策の効果的な推進を図る

ため、ビッグデータ等を活用し、さまざまな角度から十勝圏の現状分析を行うものでござ

います。 

 ３、協定締結でございますけれども、各市町村議会の議決を経まして、平成28年３月下

旬となる予定でございます。 

 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） 

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３０ 議案第３５号 

〇田村議長 日程第30、議案第35号 東十勝介護認定審査会共同設置規約の変更について

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 議案書64ページをごらんおき願います。議案第35号 東十勝介護認

定審査会共同設置規約の変更について。 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の７第２項の規定により、東十勝介護認定審

査会共同設置規約を次のように変更する。 

 平成28年３月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。東十勝介護認定審査会共同設置規約の一部を変更する規

約。 

 東十勝介護認定審査会共同設置規約（平成11年７月１日規約第３号）の一部を次のよう

に変更する。 

 第３条中「新町122番地１幕別町保健福祉センター」を「本町130番地１幕別町役場」に

改める。 

 附則、この規約は、平成28年５月６日から施行する。 

 本規約の一部変更の説明は、説明資料に基づき説明させていただきます。説明資料72ペ

ージをごらん願います。 

 １の変更の理由及び内容につきましては、幕別町、池田町、豊頃町及び浦幌町で共同設

置している東十勝介護認定審査会の執務場所を幕別町の新庁舎供用開始に伴いまして幕別

町保健福祉センターから新庁舎へ変更することについて協議するため、本案を提出するも

のでございます。 

 ２の施行期日につきましては、附則において28年５月６日から施行するものであります。 

 また、73ページに東十勝介護認定審査会共同設置規約の新旧対照表を掲載しております

ので、ごらんおき願います。 

 以上で説明を終わりますので、ご審議のほどを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） 
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〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第３１ 議案第３６号 

〇田村議長 日程第31、議案第36号 東十勝障害支援区分認定審査会共同設置規約の変更

についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 議案書66ページをごらんおき願います。議案第36号 東十勝障害支

援区分認定審査会共同設置規約の変更について。 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の７第２項の規定により、東十勝障害支援区

分認定審査会共同設置規約を次のように変更する。 

 平成28年３月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。東十勝障害支援区分認定審査会共同設置規約の一部を変

更する規約。 

 東十勝障害支援区分認定審査会共同設置規約（平成18年３月20日規約第１号）の一部を

次のように変更する。 

 第３条中「新町122番地１幕別町保健福祉センター」を「本町130番地１幕別町役場」に

改める。 

 附則、この規約は、平成28年５月６日から施行する。 

 本規約の一部変更の説明は、説明資料に基づき説明させていただきます。説明資料74ペ

ージをごらん願います。 

 １の変更の理由及び内容につきましては、幕別町、池田町、豊頃町及び浦幌町で共同設

置している東十勝障害支援区分認定審査会の執務場所を幕別町の新庁舎供用開始に伴い幕

別町保健福祉センターから新庁舎へ変更することについて協議するため、本案を提出する

ものでございます。 

 ２の施行期日につきましては、附則において平成28年５月６日から施行するものでござ

います。 

 また、75ページに東十勝障害支援区分認定審査会の共同設置規約の新旧対照表を掲載し

ておりますので、ごらんおき願います。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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） 

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３２ 議案第３７号 

〇田村議長 日程第32、議案第37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。 

 お諮りをいたします。本議案は細分化して審議したいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、細分化して審議することに決定をいたしました。 

 初めに、17ページ、20款１項町債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書の１ページをごらん願います。あわせまして補正予算の説明資料

の76ページをお開き願います。議案第37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２億6,948万6,000円を減額し、歳入

歳出の総額を歳入歳出それぞれ62億1,838万2,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費） 

 第２条 繰越明許費の追加は「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （債務負担行為） 

 第３条 債務負担行為の変更は「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。 

 平成28年３月７日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。次のページの第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。 

 次に、６ページをごらん願います。第２表、繰越明許費補正。追加でございます。平成

28年度へ繰り越すものを追加するものでございます。総務費、総務管理費、事業名、地方
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公共団体情報セキュリティ強化対策事業、金額1,513万3,000円、このことにつきましては

国の補正予算を活用しながら行う事業でございます。また、本事業につきましては補正予

算をあわせて提出してございますので、よろしくお願いいたします。農林水産業費、農業

費、合流地区担い手育成型畑地帯総合整備事業、金額134万円、明渠排水2.3ヘクタール、

区画整理0.9ヘクタールを次年度へ繰り越して事業を実施する内容でございます。土木費、

道路橋梁費、光南２条通道路整備事業、金額2,275万円、次年度へ繰り越すものでございま

すが、改良の138メーターを次年度へ繰り越して実施する内容でございます。 

 次に、第３表、債務負担行為補正でございます。変更でございます。教育用コンピュー

ター借り上げ料（小学校）、補正前の期間につきましては平成27年度から32年度ということ

で５年間でございます。限度額につきましては4,210万2,000円でございます。補正後でご

ざいますが、期間については変更がございません。限度額について3,118万2,000円とする

ものでございます。内容といたしましては、入札、契約等による執行残、あわせまして厚

内小学校の閉校に伴います減でございます。次に、校務用コンピューター借り上げ料（小

学校）、補正前の期間でございますが、平成27年度から平成32年度の５年間でございます。

限度額については1,516万円でございます。補正後の期間については、変更はございません。

限度額について1,095万2,000円でございます。このことについても入札、契約等に伴いま

す執行残、あわせまして厚内小学校閉校に伴う減でございます。次に、校務用コンピュー

ター借り上げ料（中学校）でございます。補正前の期間につきましては平成27年度から平

成32年度までの５年間でございます。限度額については1,139万2,000円でございます。補

正後の期間については、変更がございません。限度額についてでございますが、1,072万

5,000円ということで、入札、契約等に伴いまして減額する内容でございます。 

 次、７ページをごらん願います。第４表、地方債補正。変更でございます。起債の目的

でございます。過疎対策事業でございますが、紙おむつ購入費助成事業、補正前限度額240万

円に対し、補正後限度額190万円でございます。事業費確定に伴うものでございます。合流

地区担い手支援型畑地帯総合整備事業、補正前限度額460万円から補正後限度額50万円でご

ざいます。同じく事業費確定に伴うものでございます。道路建設補助事業、補正前限度額

7,590万円、補正後限度額4,530万円でございます。事業費の確定に伴うものでございます。

橋梁長寿命化修繕事業でございます。補正前限度額5,830万円、補正後限度額5,810万円で

ございます。内容といたしましては、事業費確定に伴うものでございます。学校給食費補

助事業、補正前限度額1,120万円、補正後限度額950万円、事業費確定に伴うものでござい

ます。過疎対策事業合計で補正前限度額２億2,690万円から補正後限度額１億8,980万円で

ございます。次に、地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業でございますが、補正前

限度額はゼロ円でございます。補正後限度額については540万円でございます。新たに追加

する内容でございます。公営住宅建設事業でございます。補正前限度額7,470万円でござい

ます。補正後限度額7,310万円で、事業費等の確定に伴うものでございます。合計でござい

ますが、補正前限度額５億300万2,000円から補正後限度額４億6,970万2,000円となるもの
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でございます。起債の方法、利率、償還等については変更がございません。 

 次のページをごらん願います。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。 

 今回の補正につきましては、歳入において町税、分担金及び負担金、各使用料、財産使

用料等につきましては２月中旬までの実績、また見込み等に基づきます追加、減額補正で

ございます。また、歳出につきましては、人件費におきましては共済費の負担区分の変更、

扶養親族等の変更に伴う支給区分の変更に伴います補正、燃料代につきましては、原油価

格の下落に伴います減額でございます。その他各種事業につきましては、事業費の確定並

びに実績見込み等の精査に伴います補正でございます。これらに係ります説明につきまし

ては省略をさせていただきますので、よろしくお願いします。 

 次のページをごらん願います。２、歳入、１款町税、１項町民税、１目個人1,630万円を

追加し、２億118万5,000円。 

 ２目法人1,300万円を追加し、3,831万7,000円、説明資料については76ページに記載して

ございます。 

 ２項１目固定資産税1,150万円を追加し、２億6,921万8,000円、内容につきましては説明

資料76ページに記載のとおりでございます。 

 ２款地方譲与税、１項１目地方揮発油譲与税200万円を減額し、2,600万円。 

 ９款１項１目地方交付税429万1,000円を追加し、34億127万2,000円、説明資料につきま

しては77ページに記載のとおりでございます。 

 11款分担金及び負担金、１項分担金、１目農林水産業費分担金790万4,000円を減額し、

2,309万9,000円、受益者分担金の減額によるものでございます。 

 ２項負担金、１目民生費負担金131万8,000円を追加し、１億2,017万2,000円。 

 ２目衛生費負担金10万円を追加し、60万円。 

 ３目農林水産業費負担金１万1,000円を追加し、913万8,000円。 

 ４目教育費負担金69万2,000円を減額し、1,919万5,000円。 

 12款使用料及び手数料、１項使用料、２目民生使用料21万1,000円を追加し、3,090万

6,000円。 

 ５目土木使用料13万円を追加し、8,427万1,000円。 

 ６目教育使用料10万円を追加し、402万7,000円。 

 13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金600万6,000円を減額し、１億

3,461万4,000円。 

 ２目衛生費国庫負担金21万6,000円を減額し、14万8,000円。 

 ２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金568万8,000円を追加し、2,107万5,000円、総務

費補助金におきまして通知カード、個人番号カード関連事務費補助金につきましては83ペ

ージに説明資料がございます。また、地方公共団体情報セキュリティ強化対策補助金につ

きましては、説明資料79ページに記載してございます。次の選挙費補助金につきましては、
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説明資料83ページにそれぞれ説明資料が記載してございます。 

 ２目民生費国庫補助金122万3,000円を追加し、1,346万6,000円、うち３節の児童福祉費

補助金の子ども・子育て支援交付金につきましては、説明資料77ページに記載してござい

ます。 

 ３目土木費国庫補助金4,828万7,000円を減額し、２億3,524万1,000円、１節の土木総務

費補助金のうち社会資本整備総合交付金（地域住宅交付金）につきましては、説明資料の

95ページに記載してございます。 

 ４目教育費国庫補助金２万4,000円を減額し、26万6,000円、説明資料につきましては77ペ

ージから78ページに記載のとおりでございます。 

 14款道支出金、１項道負担金、１目総務費道負担金133万7,000円を減額し、3,286万円。 

 ２目民生費道負担金307万8,000円を減額し、9,304万円。 

 ３目衛生費道負担金７万4,000円を減額し、10万8,000円。 

 ２項道補助金、２目民生費道補助金218万1,000円を追加し、1,090万2,000円、２節の子

ども・子育て支援交付金につきましては、説明資料77ページに記載のとおりでございます。 

 ３目衛生費道補助金75万円を減額し、305万7,000円。 

 ４目農林水産業費道補助金269万3,000円を減額し、１億650万2,000円でございます。農

業費補助金につきましては、それぞれ説明資料87から93ページに内容を記載のとおりでご

ざいます。また、３節の水産業費補助金につきましては、説明資料93ページに記載してご

ざいます。 

 ３項委託金、１目総務費委託金167万7,000円を減額し、2,165万3,000円。 

 ３目農林水産業費委託金５万円を追加し、1,353万円、林業費に係る委託金につきまして

は、説明資料78ページに記載のとおりでございます。 

 15款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入775万6,000円を追加し、5,231万

3,000円でございます。土地建物貸付収入につきましては、説明資料78ページに記載のとお

りでございます。また、５節の情報通信基盤整備貸付収入につきましては、同じく説明資

料78ページに記載してございます。 

 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入556万1,000円を追加し、556万2,000円でござい

ます。説明資料につきましては79ページに記載のとおりでございます。 

 16款１項寄附金、２目指定寄附金2,389万円を減額し、9,626万1,000円。 

 17款繰入金、２項１目基金繰入金２億685万4,000円を減額し、8,715万8,000円。 

 19款諸収入、３項貸付金元利収入、５目医療技術者等養成修学資金貸付金元金収入12万

円を追加し、90万円。 

 ５項１目雑入24万4,000円を減額し、678万2,000円。 

 20款１項町債、１目総務債540万円を追加し、２億2,040万2,000円。 

 民生債50万円を減額し、1,990万円。 

 農林水産業債410万円を減額し、690万円。 
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 土木債3,240万円を減額し、１億9,650万円。 

 教育債170万円を減額し、950万円でございます。 

 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 質疑がないようですので、次に18ページ、１款１項議会費から23ページ、２

款総務費、４項選挙費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書の18ページをお開き願います。３、歳出、１款１項１目議会費39万

2,000円を減額し、7,915万8,000円。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費523万1,000円を減額し、２億8,409万円。 

 ２目情報化推進管理費589万1,000円を追加し、１億7,730万6,000円、内容といたしまし

ては、説明資料の79から80ページに記載のとおりでございますが、今回の国の補正予算に

よりましてＬＧＷＡＮ回線とインターネット回線を分離するための経費を追加するもので

ございます。また、クラウドシステムに係る経費を減額する内容でございます。 

 ３目文書広報費25万7,000円を追加し、866万8,000円、説明資料80ページから81ページに

記載のとおり、広報紙に係る印刷製本費を追加する内容でございます。 

 ４目自動車管理費113万3,000円を減額し、2,149万2,000円。 

 ５目財産管理費10万円を減額し、1,649万1,000円。 

 ６目財政調整等基金費3,368万2,000円を追加し、５億6,613万1,000円。 

 企画費938万2,000円を減額し、5,771万2,000円でございます。内容といたしましては、

説明資料の81、82ページに記載してございますが、総合振興計画審議会に係ります経費を

減額するものでございます。あわせまして、説明資料の82ページにありますけれども、負

担金補助及び交付金におきまして、地域産業活性化補助金について補助申請件数が減少し

たことにより減額補正をする内容でございます。 

 10目生活安全推進費46万9,000円を減額し、1,982万4,000円。 

 12目職員厚生費73万円を減額し、728万8,000円。 

 13目諸費155万3,000円を減額し、3,993万7,000円、説明資料の82ページに記載してござ

いますが、負担金補助及び交付金において本別浦幌生活維持路線の運行補助金に係ります

負担金を追加する内容について記載されてございます。 

 14目ふるさとづくり寄附奨励費1,705万9,000円を減額し、7,112万3,000円。 

 ３項１目戸籍住民登録費92万4,000円を追加し、2,029万8,000円、説明資料83ページに記

載してございますが、交付金に係ります部分が再計算されたことに伴います追加でござい

ます。 

 ４項選挙費、１目選挙管理委員会費５万7,000円を減額し、1,112万5,000円、説明資料の

83ページに記載してございますが、選挙システムの改修を追加する内容でございます。 
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 ２目知事道議選挙費167万7,000円を減額し、386万8,000円。 

 ３目町長町議選挙費471万6,000円を減額し、326万7,000円。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に23ページ、３款民生費、１項社会福祉費から

29ページ、４款衛生費、２項清掃費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費1,583万5,000円を減

額し、３億1,870万3,000円、説明資料につきましては83、84ページに記載してございます

が、地域活動支援センターに係る経費を追加する内容でございます。また、20節扶助費の

障害介護等給付費につきましては、障害福祉サービス利用者の減少に伴うものでございま

す。 

 次のページをごらん願います。３目厚生委員費40万円を減額し、270万7,000円。 

 ４目青少年健全育成費２万円を減額し、37万6,000円。 

 ５目社会福祉施設費26万円を減額し、185万7,000円。 

 ６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費346万円を減額し、1,163万2,000円。補正

の内容といたしましては、対象者数の減少並びに事件件数の減という内容でございます。 

 ７目後期高齢者医療費142万6,000円を減額し、１億1,552万1,000円。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費９万8,000円を減額し、1,517万6,000円、説明資料

84ページに記載してございますが、子ども・子育て支援システム改修に係る委託料の一部

追加でございます。 

 ２目児童措置費675万5,000円を減額し、6,440万9,000円、説明資料につきましては84、

85ページに記載してございますが、対象児童数の減少に伴うものでございます。 

 ３目認可保育園運営費54万7,000円を追加し、8,183万4,000円、補正の内容は説明資料

85ページに記載してございますが、追加する部分につきましては入園者数の増加、また広

域保育入所希望に伴うものでございます。また、指定寄附に伴います備品を追加する内容

でございます。 

 ４目へき地保育所運営費86万8,000円を減額し、3,345万2,000円。 

 ７目学童保育所費37万円を減額し、577万6,000円。 

 ８目子育て支援センター費５万3,000円を減額し、1,646万9,000円。 

 次のページをごらん願います。３項老人福祉費、１目老人福祉総務費1,177万6,000円を

減額し、１億7,065万4,000円、説明資料の85、86ページに記載してございますが、団体補

助金の減額内容でございます。 

 ２目老人福祉施設費125万円を追加し、8,607万8,000円、説明資料86ページに記載してご

ざいますが、保護措置対象者の増によるものでございます。 
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 ３目老人ホーム費544万3,000円を減額し、１億8,268万5,000円。 

 ４目町民バス管理費120万円を減額し、416万9,000円。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費1,522万5,000円を減額し、１億9,990万

2,000円、減額の内容でございますが、13節委託料におきましては妊婦健康診査委託料につ

きましては当初見込んでおりました人数より減少したということでの減額補正をする内容

でございます。 

 ２目予防費314万5,000円を減額し、1,162万1,000円、この補正につきましても、予防接

種委託料につきましては接種見込み者数が当初より減少したという内容での減額でござい

ます。 

 ３目環境衛生費183万8,000円を減額し、2,893万5,000円。 

 ４目墓地墓園費９万7,000円を減額し、303万1,000円。 

 ５目医療対策費1,063万2,000円を減額し、7,844万円。 

 ６目乳幼児等医療対策費421万4,000円を減額し、812万8,000円、減額の内容でございま

すが、乳幼児等医療対策費に係ります受診件数の減によるものでございます。 

 ８目保健福祉センター管理費125万円を減額し、1,423万9,000円。 

 ９目未熟児養育医療対策費54万円を減額し、18万1,000円。 

 ２項清掃費、１目塵芥処理費230万5,000円を減額し、7,238万2,000円、内容といたしま

しては説明資料86ページに記載してございますが、分担金についての額の確定に伴います

減額内容でございます。 

 ２目し尿処理費79万7,000円を追加し、756万9,000円、説明資料につきましては87ページ

に記載してございますが、分担金の額の確定に伴います追加をする内容でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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 質疑がないようですので、次に29ページ、５款労働費、１項労働諸費から34ペ

ージ、９款１項消防費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 ５款労働費、１項１目労働諸費113万5,000円を追加し、907万8,000円、

説明資料につきましては87ページに記載してございますが、事業費等の確定に伴うもので

ございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費７万5,000円を追加し、3,648万

8,000円、説明資料につきましては87、88ページに記載してございますが、備品を追加する

内容でございます。 

 ２目農業総務費21万円を追加し、4,174万6,000円。 

 ３目農業振興費475万3,000円を追加し、5,394万9,000円、説明資料につきましては88ペ

ージから90ページに記載してございますが、それぞれ事業費の確定なり実績見込みによる
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ものでございます。 

 ５目畜産振興費315万8,000円を減額し、3,614万円、説明資料につきましては90、91ペー

ジに記載してございますが、事業費の確定、または入札執行残によるものでございます。 

 次のページをお開き願います。６目土地改良費111万6,000円を減額し、6,343万2,000円、

説明資料91ページに記載してございますが、事業費の確定に伴う減額内容でございます。 

 ８目道営土地改良事業費2,660万円を減額し、4,843万1,000円、説明資料につきましては

91から93ページに記載してございますが、それぞれ事業費の確定に伴うものでございます。 

 ９目地籍調査費203万5,000円減額し、5,903万5,000円。 

 10目団体営土地改良事業費75万4,000円を減額し、1,492万7,000円。 

 ２項林業費、２目林業振興費23万1,000円を減額し、2,135万5,000円。 

 ４目うらほろ森林公園管理運営費35万5,000円を減額し、2,495万6,000円。 

 ３項水産業費、１目水産業総務費２万8,000円を追加し、915万8,000円。 

 ２目水産業振興費76万9,000円を減額し、1,813万6,000円、説明資料につきましては93か

ら94ページに記載してございますが、漂流物等の処理手数料の減によるものでございます。 

 ７款１項商工費、１目商工振興費52万3,000円を減額し、１億5,634万2,000円、説明資料

94ページに記載してございますが、太陽光発電の設置、中小企業利子補給事業に係ります

補助金をそれぞれ追加する内容でございます。 

 ２目観光費39万5,000円を追加し、3,310万6,000円、説明資料94、95ページに記載してご

ざいますが、産業交流施設に係ります備品を追加する内容でございます。 

 ３目工業対策費33万4,000円を減額し、97万9,000円。 

 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費５万7,000円を追加し、2,271万6,000円。 

 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費20万8,000円を減額し、4,752万4,000円。 

 ２目道路維持事業費588万円を追加し、１億158万6,000円、内容といたしましては説明資

料95ページに記載してございますが、除雪に係ります機械借り上げ料を追加する内容でご

ざいます。 

 ３目道路建設補助事業費１億553万5,000円を減額し、２億7,156万5,000円、補正の主な

内容といたしましては、工事請負費につきましては当初計画に対しまして社会資本整備総

合交付金が３割程度の事業配当となったことに伴います減額でございます。また、道路整

備工事に伴いまして支障となる水道管移設に係ります負担金、あと補償費についてもあわ

せて減額する内容でございます。 

 ４項都市計画費、１目都市計画総務費２万8,000円を減額し、50万2,000円。 

 ２目公共下水道費653万5,000円を減額し、２億860万1,000円。 

 ３目公園緑地管理費35万円を減額し、931万8,000円。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費58万6,000円を減額し、6,036万4,000円。 

 ２目公営住宅建築費95万8,000円を減額し、１億6,883万9,000円、説明資料につきまして

は95、96ページに記載してございますが、事業費の確定に伴うものでございます。 
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 ９款１項消防費、１目常備消防費210万3,000円を減額し、１億7,607万6,000円。 

 ２目非常備消防費397万5,000円を減額し、1,922万7,000円。 

 ３目消防施設費３万2,000円を減額し、905万円でございます。説明資料につきましては

それぞれ96、97ページに記載してございますが、東十勝消防事務組合への負担金の額の確

定に伴います減額でございます。なお、参考資料といたしまして40ページから42ページに

東十勝消防事務組合の一般会計予算（浦幌町分）を記載してございますので、後ほど参照

を願います。 

 ４目災害対策費111万5,000円を減額し、1,583万8,000円、説明資料97ページに記載して

ございますが、負担金の額の確定に伴う追加内容でございます。 

 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 質疑がないようですので、次に34ページ、10款教育費、１項教育総務費から

39ページ、12款１項公債費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費147万3,000円を減額し、

5,635万7,000円。 

 ２項小学校費、１目学校管理費309万6,000円を減額し、8,138万5,000円、説明資料97ペ

ージにおきましては、副読本に係ります経費を追加する内容でございます。あわせまして、

浦幌小学校の体育館の修理、厚内小学校の閉校に伴います経費を追加する内容でございま

す。 

 ２目教育振興費118万円を減額し、1,532万1,000円。 

 ４目簡易水泳プール管理費28万円を減額し、97万6,000円。 

 ５目学校保健費16万2,000円を減額し、279万7,000円。 

 ３項中学校費、１目学校管理費414万7,000円を減額し、5,536万8,000円、説明資料につ

きましては98ページに記載してございますが、一部上浦幌中学校体育館の修繕料を追加す

る内容でございます。 

 ２目教育振興費193万3,000円を減額し、1,308万7,000円、説明資料98ページに記載して

ございますが、外国語講師に係ります経費を追加する内容でございます。 

 ３目特別支援教育振興費25万2,000円を減額し、126万6,000円。 

 ４目スクールバス管理費90万円を減額し、6,607万9,000円。 

 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費174万1,000円を減額し、5,776万2,000円。 

 ５項社会教育費、１目社会教育総務費25万8,000円を減額し、3,608万7,000円。 

 ２目公民館運営費144万2,000円を減額し、2,858万円、説明資料につきましては98ページ

に記載してございますが、修繕料を一部追加する内容でございます。 

 ４目高齢者学級開設費15万円を減額し、35万7,000円。 
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 ５目青少年教育費36万6,000円を減額し、358万4,000円。 

 ６目家庭教育学級開設費10万円を減額し、13万9,000円。 

 ７目図書館管理費110万6,000円を減額し、3,768万円、説明資料につきましては99ページ

に記載してございますが、指定寄附に伴います備品購入を追加する内容でございます。 

 ６項保健体育費、１目社会体育総務費13万2,000円を減額し、1,248万2,000円。 

 ２目社会体育施設費325万9,000円を減額し、7,867万9,000円。 

 ３目給食センター管理費322万7,000円を減額し、8,267万9,000円。 

 11款災害復旧費、３項その他公共施設等災害復旧費、１目その他公共施設等災害応急費

15万4,000円を減額し、1,105万1,000円。 

 12款１項公債費、２目利子1,300万円を減額し、8,330万6,000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 ここで一般会計補正予算全体を通じての質疑を許します。質疑はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 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37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 再開を３時45分といたします。 

 

午後 ３時３０分  休憩 

午後 ３時４４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３３ 議案第３８号 
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〇田村議長 日程第33、議案第38号 平成27年度浦幌町町有林野特別会計補正予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 議案の43ページをごらん願います。あわせまして議案説明資料100ペー

ジ、101ページをごらん願います。議案第38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679万5,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ１億789万5,000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３月７日提出、浦幌町長。 

 このたびの補正の主な内容につきましては、雪害を受けた山林の間伐等の事業実施に伴

う補助金並びに間伐素材売払収入の確定に伴う追加、また事業費等の確定に伴います更正

減等でございます。 

 議長のほうから簡潔な説明ということでございましたので、内容につきましては議案説

明資料のほうをごらんいただきたいと思います。 

 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38号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第３４ 議案第３９号 

〇田村議長 日程第34、議案第39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。 
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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 議案書の48ページをお開き願いたいと思います。あわせまして説明資料は

102ページから104ページに掲載をしておりますので、ごらんを願いたいというふうに思い

ます。 

 議案第39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2,108万1,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ９億6,546万6,000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。 

 平成28年３月７日提出、浦幌町長。 

 簡略にというご指導をいただきましたので、第１表の歳入歳出予算補正、それから歳入

歳出補正予算事項別明細書、１、総括については、省略をさせていただきます。 

 次のページをお開き願いたいと思います。２、歳入、今回の補正の主な内容でございま

すけれども、それぞれの項目におきます額の確定等による補正の増減でございます。なお、

今回基金繰入金についてでございますけれども、1,500万円を減額させていただきました。

これにつきましては、現行の国民健康保険事業の方で基金を取り崩さずに事業執行できる

見通しから、更正減をするという歳入の内容になっておりますので、ご了解をいただきま

す。 

 また、３、歳出についてでございますが、これにつきましても主に事業費の確定等によ

る増減ということで提案をさせていただきます。 

 なお、保険給付事業におきますインフルエンザの予防接種料につきましては、今回北海

道の国民健康保険特別調整交付金の対象となったというようなことから、一般会計で当初

組んでおりましたけれども、国民健康保険事業での措置ということで予算組みかえをさせ

ていただいております。 

 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39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３５ 議案第４０号 

〇田村議長 日程第35、議案第40号 平成27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。 

〇泉町民課長 57ページをお開き願います。あわせまして説明資料は105、106ページに記

載をしてございますので、ごらんおき願います。 

 議案第40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８万8,000円を減額し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ8,486万4,000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３月７日提出、浦幌町長。 

 この会計につきましても、第１表の歳入歳出予算補正並びに歳入歳出補正予算事項別明

細書、総括については省略をさせていただきたいと思います。 

 ２、歳入について説明をいたします。今回の歳入の補正でございますが、いずれにつき

ましても額の確定による増減という形になってございますので、ご了承願いたいというふ

うに思います。 

 次のページ、３、歳出についてでございますが、これにつきましても額の確定等による

ものでございます。なお、２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金についてでござい

ますが、４万9,000円の追加となってございます。これにつきましては、今回保険料の確定

に伴いまして130万9,000円が増加され、また事務費等々の繰り入れにつきましては減額が

されたというようなことから、合わせまして減額が126万円となりましたので、差し引きで

４万9,000円を追加して納付すると、このような内容になってございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第40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３６ 議案第４１号 

〇田村議長 日程第36、議案第41号 平成27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。 

〇泉町民課長 62ページをお開き願います。あわせまして説明資料は107、108ページに記

載をしてございます。 

 議案第41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５回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,663万9,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ６億8,643万4,000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３月７日提出、浦幌町長。 

 第１表、歳入歳出予算補正並びに歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括については、

省略をさせていただきます。 

 次のページ、66ページをお開き願いたいと思います。２、歳入でございます。この歳入

につきましても額の確定等に伴う増減でございます。なお、地域支援事業交付金の部分に

つきましては、地域支援事業の上限額の拡大に伴うそれぞれ国、道の額の増額、または町

村の負担という形の中身での増減を計上してございます。あとの残りにつきましては、執

行残というような形になってございます。 

 次に、68ページからの３、歳出についても同様でございまして、それぞれの事業の実績

の見込み増減によりますそれぞれの増減額の補正という内容になってございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

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） 
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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41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３７ 議案第４２号 

〇田村議長 日程第37、議案第42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。 

〇菅原診療所事務長 71ページをごらんいただきます。あわせまして説明資料109ページを

ごらんいただきたいと思います。議案第42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５回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ672万4,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ２億7,581万1,000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。 

 （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28年３月７日提出、浦幌町長。 

 次のページ、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。 

 73ージをごらん願います。第２表、地方債補正。地方債の補正につきましては、起債の

目的、過疎対策事業、浦幌町立診療所医療機器更新事業につきまして限度額を610万円に変

更しております。補正前と比較いたしまして280万円の減額となります。 

 74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。 

 今回の補正予算の主な内容につきましては、歳入につきましては診療報酬収入の確定見

込みによります補正でございます。歳出につきましては、燃料単価下落に伴います減額並
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びに所長の休暇対応の各予算の減額、その他運営実績に伴います増減補正の内容でござい

ます。 

 歳入につきましては、特に説明することはございません。 

 ３、歳出につきましては、２目医業費の７節賃金におきまして、毎月２回の日曜診療を

新たに制度化したことによりまして、代替放射線技師の賃金が39万5,000円の追加補正とな

り、その他経費につきましては運営実績等に伴います増減補正の内容でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第42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３８ 議案第４３号 

〇田村議長 日程第38、議案第43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77ページをごらん願います。あわせまして説明資料110ページをお

開き願います。議案第43号 平成27年度浦幌町公共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1,663万5,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ３億1,552万6,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債） 

 第２条 地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

 平成28年３月７日提出、浦幌町長。 

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

 第２表、地方債補正につきましては、変更後の額のみ申し上げさせていただきます。起

債の目的、下水道事業でございます。限度額1,820万円、合計1,820万円、補正前に比べま

して280万円の減となっております。なお、起債の方法、利率、償還の方法については、補

正前に同じでございます。 

 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、総括につきまして

も省略をさせていただきたいと思います。 

 このたびの補正の内容につきましては、歳入歳出ともに下水道改築事業等が確定したこ

とに伴います国庫補助金、町債及び委託料、工事請負費等につきまして減額補正をする内

容のものとなっております。 

 詳細につきましては、説明資料110ページをごらんおきいただきたいと思います。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第43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３９ 議案第４４号 

〇田村議長 日程第39、議案第44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 83ページをごらん願います。あわせまして説明資料111ページをごらんお

き願います。議案第44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753万円を減額し、歳入歳出の総額を

歳入歳出それぞれ4,674万3,000円とする。 
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 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （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28年３月７日提出、浦幌町長。 

 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、説明を省略

させていただきます。 

 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、個別排水処理施設

整備事業でございます。補正後につきまして限度額770万円としておりまして、補正前に比

べ690万円の減となっております。なお、起債の方法、利率、償還の方法については、補正

前に同じでございます。 

 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の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、個別排水処理施設設置基数が確定したことに伴います

受益者分担金におきます追加補正並びに町債、工事請負費の減額補正をするものでござい

ます。 

 詳しくは説明資料の111ページをごらんおきいただきたいと思います。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第44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４０ 議案第４５号 

〇田村議長 日程第40、議案第45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89ページをごらん願います。あわせまして説明資料112ページをご
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らん願います。議案第45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3,075万8,000円を減額し、歳入歳出

の総額を歳入歳出それぞれ３億1,959万6,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債） 

 第２条 地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

 平成28年３月７日提出、浦幌町長。 

 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、説明を省略

させていただきます。 

 第２表、地方債補正、変更につきましては、補正後について申し上げます。起債の目的、

簡易水道事業、限度額1,000万円、合計1,000万円。起債の方法、利率、償還の方法につき

ましては、補正前に同じでございます。 

 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につきましても説明を省

略させていただきます。 

 説明資料112ページをごらん願いたいと思います。今回の補正の内容につきまして、統合

簡易水道事業等の事業内容が確定したことに伴います工事負担金及び町債の減額補正並び

に消費税確定申告に伴う還付金及び水道施設除雪に係る機械借り上げ料の追加補正を行っ

ているものでございます。大きく歳入の中で工事負担金並びに歳出のほうで工事請負費に

つきまして大きな減額となってございますが、こちらにつきましては一般会計のほうで説

明させていただきました道路整備に伴います水道管工事、移設に伴いますそれぞれの減と

なっておりますので、申し添えさせていただきます。 

 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45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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    ◎休会の議決 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 ここでお諮りをいたします。あすから３月10日までの３日間は議事の都合により休会と

し、３月11日は多くの町民の皆さんに本会議を傍聴していただきたく、ナイター議会とし

て特に会議時間を変更し、午後６時から本会議を開きたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、あすから３月10日までの３日間は議事の都合により休会とし、３月11日は午後

６時から本会議を開くことに決定をいたしました。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 ４時１３分 


