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平成２６年第１回浦幌町議会定例会（第５号） 

 

平成２６年３月１９日（水曜日） 

開議 午前１０時００分 

閉会 午後 ３時０２分 

 

〇議事日程 

 日程第 １ 議会運営委員長報告 

 日程第 ２ 諸般の報告（議長） 

 日程第 ３ 行政報告（町長） 

 日程第 ４ 議案第２１号 平成２６年度浦幌町一般会計予算 

 日程第 ５ 議案第２２号 平成２６年度浦幌町町有林野特別会計予算 

 日程第 ６ 議案第２３号 平成２６年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第 ７ 議案第２４号 平成２６年度浦幌町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第 ８ 議案第２５号 平成２６年度浦幌町介護保険特別会計予算 

 日程第 ９ 議案第２６号 平成２６年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算 

 日程第１０ 議案第２７号 平成２６年度浦幌町公共下水道特別会計予算 

 日程第１１ 議案第２８号 平成２６年度浦幌町個別排水処理特別会計予算 

 日程第１２ 議案第２９号 平成２６年度浦幌町簡易水道特別会計予算 

 日程第１３ 議案第３０号 工事請負契約の締結について 

              （役場庁舎耐震防災改修建築主体工事） 

 日程第１４ 議案第３１号 工事請負契約の締結について 

              （役場庁舎耐震防災改修機械設備工事） 

 日程第１５ 議案第３２号 工事請負契約の締結について 

              （役場庁舎耐震防災改修電気設備工事） 

 日程第１６ 同意第 １号 浦幌町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を 

              求めることについて 

 日程第１７ 発委第 １号 浦幌町議会会議規則の一部改正について 

 日程第１８ 発委第 ２号 「要支援者への介護予防給付の従来通りの継続」「特別養護 

              老人ホームへの入居を要介護３以上に限定せず従来通りと 

              すること」「利用者負担増の中止」を求める意見書の提出に 

              ついて 

 日程第１９ 発委第 ３号 所得税法第５６条及び関連条項の見直しを求める意見書の 

              提出について 

 日程第２０ 発委第 ４号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る要望意見書の提出につい 

              て 
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 日程第２１ 発議第 １号 浦幌町議会議員の定数を定める条例の一部改正について 

 日程第２２ 発議第 ２号 特定秘密保護法の廃止を求める意見書の提出について 

 日程第２３ 発議第 ３号 所管事務調査について 

 

〇出席議員（１１名） 

    １番  関  井  雅  明     ２番  差  間  正  樹 

    ３番  安  藤  忠  司     ６番  福  原  仁  子 

        ７番  森     秀  幸     ８番  杉  江     博 

        ９番  河  内  富  喜    １０番  阿  部     優 

   １１番  髙  橋  利  一    １２番  野  村  俊  博 

   １３番  田  村  寛  邦 

 

〇欠席議員（１名） 

    ５番  二  瓶     隆 

 

〇出席説明員 

    特 別 職 

     町    長   水  澤  一  廣 

     副  町  長   門  馬  孝  敬 

 

    町 部 局 

     総 務 課 長   鈴  木  宏  昌 

     総務課財政係長   原  口  康  紀 

     まちづくり政策課長   菅  原     敏 

     町 民 課 長      小 路 谷  守  昌 

     町民課長補佐   菅  原  伊 奈 子 

     町民課戸籍住民係長   井  下  順  恵 

     町民課介護保険係長   佐  藤  栄  一 

     町 民 課 
              寺  澤  祐  哉 
     国民健康保険係長  

     町民課住民税係長   高  田  泰  宏 

     町民課資産税係長   河  合  裕  和 

     保健福祉課長   熊  谷  晴  裕 

     保健福祉課長補佐   坂  下  利  行 

     保健福祉課長補佐   佐  藤     亘 

     保健福祉課保健予防係長   新  宅  真 起 子 
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     保健福祉課 
              志  賀  裕  子 
     包括支援センター所長  

          産 業 課 長      大  山  則  幸 

     産業課長補佐   廣  富  直  樹 

     産業課林務係長   吉  田  尚  哉 

     施 設 課 長   新  川  寿  雄 

     施設課参事   関  谷     晃 

     施設課水道業務係長   志  賀  克  英 

     施設課水道施設係長   小 笠 原  秀  城 

     上浦幌支所長   横  田  孝  志 

     会計管理者   永  澤  厚  志 

          診療所事務長      佐  藤  勇  人 

 

    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   山  本  輝  男 

 

    農業委員会 

     会    長   山  本  和  義 

          事 務 局 長      吉  田  裕  明 

 

    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   前  田     勇 

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

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は11名です。 

 定足数に達しておりますので、これより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。 

 杉江委員長。 

〇杉江議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。 

 平成26年第１回浦幌町議会定例会、本日19日の運営について議会運営委員会を開催し、

協議をいたしましたので、報告いたします。 

 本日は、諸般の報告、行政報告に続いて、議案第21号 平成26年度浦幌町一般会計予算

の歳入と議案第22号から第29号までの特別会計８会計の予算審議、次に追加議案で議案第

30号から第32号まで一般議案３件です。同意１号は固定資産評価審査委員の同意１件、発

委は会議規則の改正、意見書等４件、発議は定数条例改正等２件、議長提出は所管事務調

査等であります。本日の議事日程は以上でありますので、会期決定どおり本日をもって最

終日といたしたいと思います。 

 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。 

 

    ◎日程第２ 諸般の報告 

〇田村議長 日程第２、諸般の報告を行います。 

 平成26年３月10日から平成26年３月18日までの議長等の動静につきましては、お手元に

配付のとおりでありますので、ごらんおきをお願いいたします。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第３ 行政報告 

〇田村議長 日程第３、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26年３月10日から平成26年３月18日までの町長等の動静につきましては、お手元に

配付のとおりでありますので、ごらんおきを願いたいと思います。 

 ２の建設工事入札結果につきましては、給食センター蒸気ボイラー取りかえ工事１件で

あります。 
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 ３の委託業務入札結果につきましては、役場庁舎耐震防災改修工事監理委託業務１件で

あります。 

 ４のその他については、特別ありません。 

 以上で行政報告とさせていただきます。 

〇田村議長 以上で行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第４ 議案第２１号 

〇田村議長 日程第４、議案第21号 平成26年度浦幌町一般会計予算を議題といたします。 

 昨日に引き続き予算審議を行います。 

 これより歳入の審議を行います。 

 初めに、一昨日説明を受けた第２表、地方債まで質疑を許します。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１款町税から12款使用料及び手数料までの説

明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 12ページをお開き願います。また、予算説明資料２ページから３ペー

ジをご参照願います。２、歳入、１款町税、１項町民税、１目個人、本年度予算額１億8,425万

円、本年度の積算につきましては平成25年度の確定金額をもとに農業所得の増、給与所得

などの減を見込み、積算したものでございます。 

 ２目法人、本年度予算額2,340万9,000円、この目につきましては法人数148法人に係るも

のでございます。 

 ２項１目固定資産税、本年度予算額２億5,471万円、現年度課税分で416万円の増でござ

います。この税額の内訳につきましては、土地4,160万1,000円、家屋１億1,303万3,000円、

償却資産9,925万1,000円でございます。 

 ３目国有資産等所在市町村交付金、本年度予算額108万8,000円、この目につきましては

国等が所有する固定資産の貸付資産に対する固定資産税相当額分として市町村に交付され

るものでございます。 

 ３項１目軽自動車税、本年度予算額1,173万1,000円、この目につきましては原動機付自

転車を初めとする軽自動車11車種3,065台の登録に係るものでございます。前年度当初予算

比で登録台数15台の減でございますが、４輪乗用自家用車の増により税額では現年課税分

で３万7,000円の増でございます。 

 ４項１目町たばこ税、本年度予算額4,460万円、この目につきましては紙巻きたばこで

817万2,000本、旧３級品紙巻きたばこで64万2,000本のたばこの消費を見込んでいるもので

ございます。 

 ５項１目入湯税、本年度予算額184万1,000円、この目につきましては留真温泉において

中学生以上の入浴者１人につき70円を納付していただくものでございます。入浴者数につ
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きましては、２万6,300人を見込んでいるものでございます。 

〇鈴木総務課長 続きまして、２款地方譲与税、２款地方譲与税以降につきましては、説

明資料３ページから７ページまでとなってございますので、順に説明をさせていただきま

す。戻りまして、２款地方譲与税、１項１目地方揮発油譲与税、本年度予算額2,800万円、

前年度比同額でございます。この内容につきましては、説明資料３ページに記載のとおり

でございます。 

 ２項１目自動車重量譲与税、本年度予算額6,700万円、前年度比較530万円の減、説明資

料３ページに記載のとおりとなってございます。 

 ３款１項１目利子割交付金、本年度予算額130万円、前年と同額の内容であります。説明

資料３ページとなってございます。 

 ４款１項１目配当割交付金、本年度予算額40万円、前年度比10万円の増となってござい

ます。内容につきまして、説明資料３ページに記載のとおりとなってございます。 

 ３款１項１目株式等譲渡所得割交付金、本年度予算額10万円、前年度と同額の内容で説

明資料３ページに記載のとおりでございます。 

 14ページをお開き願います。６款１項１目地方消費税交付金、本年度予算額7,000万円、

前年度比2,000万の増となってございます。説明資料４ページに記載のとおりの内容でござ

います。 

 ７款１項１目自動車取得税交付金、本年度予算額1,700万円、前年度比100万円の増とな

って、説明資料４ページに記載のとおりでございます。 

 ８款１項１目地方特例交付金、本年度予算額45万円、前年度比５万円の増となり、説明

資料４ページに記載のとおりでございます。 

 ９款１項１目地方交付税、本年度予算額33億7,500万円、前年度比500万円の増で、0.15％

の増となってございます。１節地方交付税におきます普通交付税におきましては31億

5,500万円、また特別交付税につきましては２億2,000万円となり、特別交付税にありまし

ては前年度比2,000万円の増で10％の増を見込んでございます。 

 10款１項１目交通安全対策特別交付金、本年度予算額100万円で前年度比同額の内容とな

り、説明資料４ページに記載のとおりでございます。 

 次に、15ページに移りまして、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、本年度予算額1,214万、前年度比289万円の減でございますけれども、内容といた

しましては浦幌地区担い手支援型畑総整備事業受益者分担金577万5,000円、浦幌地区農業

基盤整備促進事業受益者分担金164万円、合流地区担い手支援型畑総整備事業受益者分担金

472万5,000円は、いずれも説明資料４ページに記載のとおりでございます。 

 ２項負担金、１目民生費負担金、本年度予算額１億1,631万9,000円、前年度比211万

5,000円の減は、１節社会福祉費負担金410万円、２節児童福祉費負担金1,157万6,000円の

内容となっておりますけれども、その内容といたしましてはそれぞれ説明資料４ページに

記載のとおりとなってございます。３節児童福祉費負担金滞納繰越分につきましては、保
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育所保育料の滞納繰越分で20万円を見込んでございます。４節老人福祉施設費負担金、老

人福祉施設入所者費用徴収金となるもので1,192万8,000円、５節老人保護措置費負担金

8,851万5,000円は、事務費負担金と生活費負担金の内容で、それぞれ４節、５節にありま

しては説明資料４ページに記載のとおりとなってございます。 

 ２目衛生費負担金、本年度予算額50万円、前年度と同額の内容であります。乳幼児医療

費負担金の内容でございまして、説明資料４ページに記載のとおりとなってございます。 

 ３目農林水産業費負担金、本年度予算額2,390万7,000円、28万6,000円の前年度比減でご

ざいます。１節農業費負担金2,041万3,000円は、農業団地センター管理負担金461万

6,000円、稲穂地区国営農地開発事業受益者負担金1,556万8,000円、食料供給基盤強化特別

対策事業負担金22万9,000円の内容で、いずれも説明資料５ページに記載のとおりとなって

ございます。２節農業費負担金滞納繰越分349万4,000円につきましては、稲穂地区国営農

地開発事業受益者負担金の繰り越し分でございます。 

 次、16ページをお開き願います。４目教育費負担金、本年度予算額2,187万8,000円で、

前年度比57万5,000円の減でございます。１節教育費負担金におきましては、学校給食負担

金2,002万9,000円、幼稚園給食負担金174万8,000円は、いずれも説明資料５ページに記載

となってございます。２節教育費負担金滞納繰越分につきましては、学校給食及び幼稚園

給食に係ります滞納繰越分の内容でございます。 

 12款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料、本年度予算額118万4,000円で、

前年度比1,000円の減でございます。１節町有バス使用料は1,000円、２節行政財産使用料

113万3,000円は、いずれも説明資料５ページに記載のとおりとなってございます。３節地

域会館における使用料は５万円の内容と見込んでございます。 

 ２目民生使用料、本年度予算額2,944万8,000円、前年度比較62万4,000円の増となってご

ざいます。１節社会福祉使用料38万5,000円におきます相談支援サービス等利用計画使用料

38万4,000円につきましては、説明資料５ページに記載のとおりとなってございます。また、

２節児童福祉使用料276万1,000円の中の子ども発達支援センター使用料276万につきまし

ても説明資料５ページに記載となってございます。３節介護サービス使用料2,630万

2,000円は、介護予防サービス計画使用料173万円と介護サービス使用料2,457万2,000円か

ら成るもので、それぞれ説明資料５ページに記載のとおりでございます。 

 ３目衛生使用料、本年度予算額50万4,000円、前年度と同額の内容であります。保健衛生

使用料として葬斎場使用料、墓地使用料それぞれの内容につきましては、説明資料５ペー

ジに記載のとおりとなってございます。 

 ４目農林水産業使用料、本年度予算額９万円、前年度比2万円の減で、内容といたしまし

ては農業団地センター使用料の９万円の内容で、説明資料５ページに記載のとおりでござ

います。 

 ５目土木使用料、本年度予算額8,945万円、前年度比較128万3,000円の減でございます。

１節公営住宅使用料4,704万円、改良住宅使用料2,560万円につきましては、いずれも説明
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資料５ページに記載のとおりでございます。また、次のページの３節特定公共賃貸住宅使

用料870万円、公営住宅等駐車場使用料164万円につきましても、同じく説明資料５ページ

に記載のとおりとなってございます。５節住宅使用料滞納繰越分100万円、６節道路河川使

用料546万9,000円の内容といたしまして、河川占用料、道路占用料につきましては、それ

ぞれ説明資料６ページに記載のとおりとなってございます。７節都市公園使用料1,000円。 

 ６目教育使用料、本年度予算額362万5,000円、前年度比較91万7,000円の減、１節幼稚園

保育使用料におきましては208万円を見込んで、説明資料６ページに記載のとおりとなって

ございます。２節幼稚園保育使用料滞納繰越分7,000円。３節社会教育使用料70万8,000円

は、中央公民館使用料36万円、上浦幌公民館使用料３万円、厚内公民館使用料７万8,000円、

吉野公民館使用料24万円とそれぞれ見込み、説明資料６ページに記載のとおりとなってご

ざいます。４節保健体育使用料83万円は、浦幌町民球場使用料32万円、アイスアリーナ使

用料50万円、軽スポーツセンター使用料１万円を見込み、説明資料６ページに記載となっ

てございます。 

 ２項手数料、１目総務手数料、本年度予算額285万6,000円、前年度比較20万3,000円の減、

１節総務手数料におきましては283万4,000円で、住基カード交付手数料7,000円、戸籍手数

料と住民登録手数料につきましては、それぞれ６ページに記載の内容となってございます。

次、18ページをお開き願います。続きまして、説明の欄でございます。諸証明手数料107万

円につきましては説明資料６ページに記載のとおりとなっておりまして、印鑑証明等87万

円、地籍図複写等20万円の合計の額として107万円を見込んだ内容となっております。２節

税務手数料２万2,000円は、臨板手数料でございます。 

 ２目衛生手数料、本年度予算額847万円、前年度比較５万6,000円の減は、１節衛生手数

料において24万円、内容といたしまして畜犬登録手数料７万5,000円、注射済み票交付手数

料16万5,000円、いずれも説明資料６ページに記載のとおりとなってございます。２節清掃

手数料823万円は、ごみ処理手数料の内容で説明資料６ページに記載のとおりとなってござ

います。 

 ３目農林水産業手数料、本年度予算額１万2,000円で、前年度と同額の内容でございます。

農業手数料として現地目証明手数料と耕作証明等手数料で、それぞれ説明資料６ページに

記載のとおりとなってございます。 

 ４目教育手数料、本年度予算額1,000円で、前年度と同額の内容で図書館資料複製手数料

の内容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。 

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、ここで説明員が退席しますので、暫時休憩いたし

ます。 
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午前１０時１８分  休憩 

午前１０時１９分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 次に、13款国庫支出金から20款町債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 それでは、引き続き予算書18ページをごらんおき願います。また、説明

資料につきましては７ページから12ページまでとなってございますので、順に説明をさせ

ていただきたいと思います。13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、

本年度予算額１億3,621万7,000円、前年度比1,019万9,000円の増となるものでございます。

１節障害者福祉費国庫負担金8,627万5,000円につきましては、補装具給付費国庫負担金

80万8,000円、障害介護給付費国庫負担金8,022万3,000円、障害児施設給付費等国庫負担金

336万6,000円、自立支援医療給付費国庫負担金187万8,000円は、いずれも説明資料７ペー

ジに記載のとおりでございます。２節国民健康保険事業保険基盤安定国庫負担金299万

1,000円につきましても説明資料７ページに記載のとおりとなってございます。３節児童福

祉費国庫負担金4,695万1,000円は、説明資料７ページの３歳未満被用者児童手当支出金額

の45分の37の751万1,000円から特例給付児童手当支出額の６分の４、63万円までの合計額

となるものでございます。 

 ２目衛生費国庫負担金、本年度予算額40万7,000円は、前年度比37万4,000円の減、１節

保健事業国庫負担金におきましては、がん検診推進事業国庫負担金で18万6,000円、２節保

健衛生費国庫負担金は未熟児養育医療給付費国庫負担金22万1,000円で、いずれも説明資料

７ページに記載のとおりでございます。 

 ２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金、本年度予算額106万2,000円、前年度比479万円

の減は、１節障害者福祉費補助金で106万2,000円を見込んだ内容につきましては、地域生

活支援事業補助金97万2,000円、障害支援区分認定等事業費補助金９万円で、いずれも説明

資料７ページに記載のとおりとなってございます。 

 ２目土木費国庫補助金、本年度予算額２億6,297万円、前年度比8,261万5,000円の増は、

１節土木総務費補助金におきましては社会資本整備総合交付金が地域活力基盤創造交付金

１億5,190万円、このことにつきましては説明資料７ページに記載のとおり、共栄統太線改

良舗装事業1,190万円から路面性状調査420万円までの合計額となるものでございます。続

きまして、社会資本整備の関係では除雪機械整備事業補助金3,070万円、住宅建築物安全ス

トック形成事業補助金８万6,000円、地域住宅交付金8,028万4,000円、この8,028万4,000円

につきましては、説明資料７ページに記載のとおり、公営住宅等整備事業7,543万9,000円

から公営住宅等建てかえ推進事業60万円までの合計額となるものでございます。 

 ３目教育費国庫補助金、本年度予算額９万5,000円、前年度比5,000円の減、１節小中学

校費補助金９万4,000円は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助
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金で９万4,000円の見込み、説明資料８ページに記載のとおりとなるものでございます。２

節幼稚園費補助金は幼稚園の就園奨励費補助金でございます。 

 商工費国庫補助金、本年度予算額ゼロは廃目整理となるものでございます。 

 ３項委託金、１目総務費委託金、本年度予算額15万5,000円、前年度比10万4,000円の増

は、内容は１節総務費委託金15万5,000円は自衛官事務委託金１万2,000円、中長期在留者

住居地届け出等事務委託金14万3,000円となるものでございます。 

 続きまして、20ページをお開き願います。２目民生費委託金、本年度予算額163万2,000円、

前年度比21万7,000円の増は、１節社会福祉費委託金162万1,000円で基礎年金等事務費にか

かわるものでございます。２節児童福祉費委託金は１万1,000円、内容といたしましては特

別児童扶養手当事務費取り扱いにかかわります交付金であります。 

 ３目土木費委託金、本年度予算額530万円は、前年度と同額の内容であります。１節河川

費委託金におきましては救急排水施設管理業務委託金となるもので、説明資料８ページに

記載のとおりとなってございます。 

 14款道支出金、１項道負担金、１目総務費道負担金、本年度予算額3,074万4,000円、前

年度比162万円の増は、１節地籍調査事業道負担金の内容となってございます。説明資料８

ページに記載のとおりとなってございます。 

 ２目民生費道負担金、本年度予算額9,452万円、前年度比877万6,000円は、１節社会福祉

費道負担金におきます民生委員経費にかかわる内容で160万3,000円、２節障害者福祉費道

負担金4,313万7,000円は、補装具給付費道負担金40万4,000円、障害介護給付費道負担金

4,011万1,000円、障害児施設給付費等道負担金168万3,000円、自立支援医療給付費道負担

金93万9,000円の見込みでございます。３節国民健康保険事業保険基盤安定道負担金

1,865万8,000円、４節後期高齢者医療保険基盤安定拠出金2,045万1,000円、１節から４節

まではいずれも説明資料８ページに記載の内容のとおりとなってございます。５節児童福

祉費道負担金1,067万1,000円は、同じく説明資料８ページに記載のとおりでございますけ

れども、３歳未満被用者児童手当支出額の45分の４の81万2,000円から特例給付児童手当支

出金額の６分の１、15万7,000円までの合計額となるものでございます。 

 ３目衛生費道負担金、本年度予算額19万9,000円、前年度比１万7,000円の減。１節保健

事業道負担金におきましては老人保健事業費道負担金８万9,000円、２節保健衛生費道負担

金におきましては未熟児養育医療給付費道負担金11万円となるもので、説明資料、いずれ

も８ページに記載をしてございます。 

 ２項道補助金、１目総務費道補助金、本年度予算額226万1,000円、前年度比215万6,000円

は、１節総務費補助金において土地利用規制等対策事業交付金10万円、北海道消費者行政

活性化事業80万円、地域づくり総合交付金として防災備蓄整備事業135万7,000円で、消費

者行政、地域づくり総合交付金につきましては、いずれも説明資料８ページに記載のとお

りでございます。移動通信用鉄塔施設整備事業費起債償還費補助金4,000円。 

 ２目民生費道補助金、本年度予算額1,177万円、前年度比191万7,000円の増。１節社会福
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祉費補助金におきましては、重度心身障害者医療費助成事業補助金550万円、重度心身障害

者医療費助成事業事務費補助金57万円、ひとり親家庭等医療費助成事業補助金70万円、ひ

とり親家庭等医療費助成事業事務費補助金13万円、地域づくり総合交付金26万5,000円、生

活館運営費補助金87万6,000円、地域生活支援事業補助金50万9,000円は、いずれも説明資

料８ページから９ページにかけて記載のとおりでございます。２節児童福祉費補助金につ

きましては、地域づくり総合交付金34万8,000円、子ども発達支援事業補助金７万5,000円、

子育て支援対策事業200万円は、いずれも説明資料９ページに記載のとおりとなってござい

ます。３節老人福祉費補助金につきましては、老人クラブに対する運営費補助金の内容で

あります。 

 ３目衛生費道補助金、本年度予算額380万7,000円、前年度比85万円の増は、１節衛生費

補助金におきまして乳幼児医療費助成事業補助金375万円、乳幼児医療費助成事業事務費補

助金５万7,000円となるもので、先ほどの老人クラブ運営費補助金も含めまして説明資料９

ページに記載のとおりとなってございます。 

 ４目労働費道補助金、本年度予算額1,110万4,000円で新たな目を設けるもので、前年度

比1,110万4,000円の増となるものでございます。内容につきましては、緊急雇用創出事業

補助金の内容で説明資料９ページに記載のとおりとなってございます。 

 22ページをお開き願います。５目農林水産業費道補助金、本年度予算額4,285万円、

2,343万7,000円の減で、１節農業費補助金においては3,407万2,000円でございますけれど

も、経営所得安定対策直接支払推進事業補助金13万7,000円から食料供給基盤強化特別対策

事業補助金（浦幌地区）481万円までにつきましては、説明資料９ページに記載となってご

ざいます。環境保全型農業直接支援対策事業補助金12万6,000円につきましては、説明資料

10ページに記載のとおりとなってございます。農業委員会活動促進事業補助金378万

8,000円、農業経営基盤強化措置事務取扱交付金９万6,000円、青年就農給付金事業補助金

450万円から浦幌地区農業基盤整備促進事業補助金300万円までにつきましては、説明資料

10ページに記載のとおりとなってございます。２節林業費補助金877万8,000円は、地域づ

くり総合交付金39万円、未来につなぐ森づくり推進事業補助金838万8,000円で、説明資料

10ページに記載のとおりとなってございます。 

 教育費道補助金、本年度予算額ゼロ円は廃目整理の内容となるものでございます。 

 ３項委託金、１目総務費委託金、本年度予算額879万2,000円、前年度比691万3,000円の

減は、１節総務費委託金において８万4,000円、それぞれ北海道権限移譲事務からの交付金

で電子署名認証等事務が1,000円、一般旅券発給申請等事務が７万4,000円、その他1,000円、

特定非営利法人関係事務8,000円となるものでございます。２節徴税費委託金は、道税徴収

取り扱い委託金として704万円を見込み、説明資料10ページに記載のとおりとなっているも

のでございます。３節統計調査費委託金166万8,000円は、人口動態調査事務委託金１万円、

また工業統計調査委託金３万3,000円から国勢調査調査区設定委託金６万5,000円につきま

しては、それぞれ合計額165万8,000円となるもので、説明資料10ページに記載のとおりと
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なるものでございます。 

 ２目衛生費委託金、本年度予算額１万5,000円で、前年度と同額の内容で、北海道権限移

譲事務交付金で公害事務にかかわります委託金１万5,000円の内容であります。 

 ３目農林水産業費委託金、本年度予算額1,527万7,000円、前年度比21万円の増は、１節

農業費委託金において1,456万9,000円となるもので、内容につきましては中山間地域等直

接支払交付金1,311万1,000円は説明資料10ページに記載のとおり、道営土地改良事業監督

委託金が50万円、家畜検診手数料取り扱い委託金と農地・水保全管理支払事業推進交付金

16万2,000円、10万4,000円につきましては、それぞれ説明資料10ページに記載のとおりで

ございます。北海道権限移譲事務交付金として馬鈴薯生産登録事務4,000円、農業者年金業

務委託金65万5,000円、また同じく北海道権限移譲事務交付金、農地転用許可等事務にかか

わります交付金３万3,000円となるものでございます。２節林業費委託金は、北海道権限移

譲事務交付金で鳥獣捕獲許可等事務にかかわるもの、52万7,000円の内容であります。３節

水産業委託金におきましても、北海道権限移譲事務交付金で漁港関係事務にかかわります

18万1,000円の内容であります。 

 ４目商工費委託金、本年度予算額164万2,000円で、前年度比37万1,000円の増となるもの

でございます。内容は、１節商工費委託金におきましては、北海道権限移譲事務交付金

1,000円、２節観光費委託金164万1,000円は、道道本別浦幌線美園駐車場清掃業務委託金の

内容で説明資料10ページに記載のとおりでございます。 

 ５目土木費委託金、本年度予算額274万9,000円、前年度比35万7,000円の増で、１節道路

橋梁費委託金におきましては、北海道からの権限移譲事務交付金で国有財産法事務手続、

道路の事務にかかわります8,000円の内容であります。２節河川費委託金につきましては、

河川樋門管理業務委託金267万3,000円につきましては説明資料10ページに記載のとおり、

また北海道からの権限移譲事務につきましては、同じく国有財産法事務と準用河川事務に

かかわります8,000円の内容であります。24ページをお開き願います。３節都市計画費委託

金4,000円の内容につきましては、都市計画施設区域内建築許可事務委託金2,000円と北海

道からの権限移譲事務交付金2,000円の内容であります。４節住宅費委託金５万6,000円は、

建設リサイクル法委託金２万円、建築物調査等委託金２万円、住宅金融公庫融資住宅建設

工事審査業務委託金1,000円、北海道からの権限移譲事務交付金が１万5,000円となるもの

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、本年度予算額4,263万5,000円、

前年度比231万2,000円の増となるもので、１節土地建物貸付収入では1,567万2,000円を見

込み、説明資料10ページに記載のとおり、土地172万2,000円から建物168万円までの合計額

となるものでございます。２節教員住宅貸付収入465万4,000円、３節職員住宅貸付収入

238万2,000円、４節町有住宅貸付収入334万円、５節情報通信基盤設備貸付収入1,658万

7,000円の光伝送路貸付収入1,615万4,000円、センター局舎貸付収入43万3,000円までは、

それぞれ説明資料10ページに記載のとおりとなっているものでございます。 
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 ２目利子及び配当金、本年度予算額207万2,000円、前年度比28万1,000円は、勤労者生活

資金貸付金預託金利子が1,000円と基金利子205万6,000円、配当金１万5,000円を見込んだ

内容となるものでございます。 

 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入、本年度予算額1,000円、前年度と同額の内容で、

土地建物売払収入を見込む内容であります。 

 ２目物品売払収入、本年度予算額166万8,000円、前年度比７万8,000円の増は物品の売払

収入で、説明資料10ページに記載のとおり、資源物の売払収入が166万8,000円のうち166万

7,000円となり、また不用品物品の売り払い1,000円を見込んでいる内容となるものでござ

います。 

 16款１項寄附金、１目一般寄附金、本年度予算額1,000円で前年度同額の内容で、一般か

らの寄附金の内容でございます。 

 ２目指定寄附金、本年度予算額2,100万1,000円で前年度比1,400万円、１節指定寄附金に

おいては1,000円、２節ふるさとづくり寄附金につきましては2,100万円を見込み、説明資

料11ページに記載のとおりとなるものでございます。 

 17款繰入金、１項他会計繰入金、１目後期高齢者医療特別会計繰入金、本年度予算額

1,000円、２目介護保険特別会計繰入金、本年度予算額1,000円、いずれの目も前年度と同

額の内容で、内容につきましても同様のものでございます。 

 ２項１目基金繰入金、本年度予算額4,512万1,000円、前年度比200万1,000円で、基金か

らの繰入金の内容でございます。地域振興基金繰入金が2,625万円、酪農ヘルパー対策事業

基金繰入金が180万円、またふるさとづくり基金繰入金につきましては説明資料11ページに

記載のとおり、1,707万1,000円の内容となるものでございます。 

 続きまして、26ページをお開き願います。18款１項１目繰越金、本年度予算額100万円、

前年度比同額で、内容といたしましては前年度からの繰越金の内容でございます。 

 19款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、本年度予算額20万円、２目加算

金、本年度予算額1,000円、３目過料、本年度予算額1,000円、いずれの目も前年度と同額

の内容でございます。 

 ２項１目町預金利子、本年度予算額10万円、前年度比同額となるものでございます。 

 ３項貸付金元利収入、１目中小企業融資貸付金元金収入、本年度予算額9,000万円、前年

度比5,000万円の増で、中小企業融資貸付金元金収入の内容でありまして、説明資料11ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 ２目ウタリ住宅改良資金貸付金元利収入、本年度予算額24万1,000円、前年度比１万

6,000円の増は、ウタリ住宅改良資金貸付金元利収入滞納繰越分の内容でございます。 

 ３目介護経営貸付金元金収入、本年度予算額200万円、前年度と同額の内容となっている

ものでございまして、説明資料11ページに記載のとおりでございます。 

 ４目株式会社ユーエム貸付金元金収入、本年度予算額65万円、前年度比同額の内容でご

ざいます。 
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 ５目医療技術者等養成修学資金貸付金元金収入、本年度予算額78万円で前年度と同額の

内容であります。 

 なお、４目、５目につきましては、説明資料それぞれ11ページに記載のとおりとなるも

のでございます。 

 ４項受託事業収入、１目総務費受託事業収入、本年度予算額371万2,000円、前年度比４

万6,000円の増で、１節総務費受託事業収入におきましては常室簡易郵便局業務受託金の内

容でございます。 

 ２目民生費受託事業収入、本年度予算額35万円、前年度と同額の内容で後期高齢者医療

広域連合受託事業収入によるもので、それぞれ１目、２目につきましては説明資料11ペー

ジに記載のとおりとなるものでございます。 

 ５項１目雑入、本年度予算額682万3,000円、前年度比60万1,000円の減、１節滞納処分費

5,000円、２節雑入681万8,000円で未熟児養育医療費徴収金27万8,000円につきましては、

11ページに記載のとおりとなってございます。また、北海道市町村振興協会からの市町村

交付金が214万5,000円となるもので、以下説明の内容となるものでございます。また、次

のページをおめくりいただきたいと思います。釧路産炭地域観光物産振興支援事業補助金

50万円につきましても、説明資料11ページに記載のとおりとなるものでございます。 

 ２目過年度収入、本年度予算額１万円、前年度と同額で、内容につきましても同じの内

容でございます。 

 20款１項町債、１目総務債、本年度予算額２億1,020万円、前年度比880万円の減は、１

節総務債においては臨時財政対策債１億9,000万円、移住・交流・若者の定住促進対策事業

債750万円、高等学校等就学費補助事業債400万円、建築物解体事業債670万円で、移住・交

流・若者の定住促進対策事業債から建築物解体事業債までは説明資料11ページに記載のと

おりとなってございます。 

 ２目民生債、本年度予算額2,390万円、前年度比410万円の減で、１節老人福祉債におき

ましては介護事業運営補助事業債1,860万円、２節児童福祉債におきましては保育施設環境

改善事業債530万円で、いずれも説明資料11ページに記載のとおりとなってございます。 

 ３目衛生債、本年度2,050万円、前年度比90万円の増は、１節保健衛生債におきましては、

患者輸送業務委託事業債が680万円、乳幼児等医療費助成事業債が1,370万円で、いずれも

説明資料12ページに記載のとおりとなってございます。 

 ４目農林水産業債、本年度予算額6,960万円、前年度比5,430万円の減は、内容につきま

して１節農業債におきまして6,110万円、模範牧場施設整備事業債が5,400万円、浦幌地区

担い手支援型畑地帯総合整備事業債30万円、合流地区担い手支援型畑地帯総合整備事業債

680万円で、いずれも説明資料12ページに記載のとおりでございます。林業債850万円につ

きましては、観光施設環境改善事業債で同じく説明資料12ページに記載のとおりとなって

ございます。 

 ５目土木債、本年度予算額２億7,090万円、前年度比１億110万円は、１節道路橋梁債１
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億5,520万円で２条通道路整備事業債2,370万円から除雪機械購入事業債2,040万円までに

つきましては、いずれも説明資料12ページに記載のとおりとなってございます。２節町道

維持補修事業債2,000万円は、説明資料12ページに同じく記載のとおりとなってございま

す。３節公営住宅建設事業債9,570万円は、同じく説明資料12ページに記載のとおり、公営

住宅整備9,130万円から公営住宅ストック440万円までの合計額の内容となるものでござい

ます。 

 ６目消防債、本年度予算額4,310万円、前年度比２億60万円の減、１節消防債におきまし

ては消防車両購入事業債4,270万円、消防救急無線デジタル化共同整備事業債40万円で、説

明資料、いずれも12ページに記載のとおりでございます。 

 ７目教育債、本年度予算額760万円、前年度比330万円の減は、１節幼稚園債で幼稚園施

設環境改善事業債の内容となるもので、説明資料12ページに記載のとおりとなってござい

ます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 歳入の21ページ、道補助金の中の総務費道補助金、その中の上から２番目、

北海道消費者行政活性化事業補助金としまして80万円が歳入の中に入っております。この

内容についてお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 答弁調整のため暫時休憩いたします。 

 

午前１０時４５分  休憩 

午前１０時４７分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 答弁願います。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 ただいまの消費者行政活性化事業補助金の関係でございますが、年２

回ほど消費者協会のほうで札幌のほうに研修行っている経費と、それとあと啓発用のパン

フレットの内容でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 年２回、たしか札幌のほうに８名の研修に行かせていただいております。こ

れは、今年３年目に入りまして、いろいろと町のほうのお世話になって勉強をさせていた

だいていますので、これ多分道のほうからこの事業に対しての補助金ということで、昨年

度はなかったのですが、今年度初めて発生して、また町のほうで上手に使わせていただく

のかなというふうにして質問をしたわけですが、そういうことであれば了解いたしました。 
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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 以上で歳入の審議を終了いたします。 

 ここで議案第21号 平成26年度浦幌町一般会計予算全体を通じての質疑を受けたいと思

います。質疑はありませんか。 

 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 全般的に関係あるかと思うのですが、臨時職員の賃金についてお聞きしたい

と思います。全国的にアベノミクスの影響で企業などベースアップなどが決まっていると

ころも出てきております。また、職員の方々の給料については毎年定期昇給もあって、今

後も公務員だとか地方公務員のベースアップにはどういうふうになっていくか、まだ決ま

っておりませんけれども、臨時の賃金についてずっと据え置かれてきております。この臨

時の賃金についても、やはり生活費として来ていると思われます。今回消費税３％アップ

ですが、その分も含めて５％ぐらいの値上げを検討できないかどうか、その辺伺いたいと

思います。時期については、すぐとかでなくてもよろしいのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問についてご説明させていただきます。 

 何点か委託料のご質問の中でも説明させていただいてきておりますけれども、今般労務

単価の改正等、またおっしゃいましたことも含めて、あと最低賃金、またそういった改正

等も厚生労働省が定めて北海道地域の最低賃金といったものも定めております。そういっ

たことも踏まえながら、今般新年度予算ににらみまして、予算編成に当たりましては賃金

の全面的な見直しを行ったということで説明させていただきました。その中で、臨時職員

におきましては通常の通年的な、いわゆる一日業務を通年として行える臨時的な業務と。

また、短時間労働と、いわゆるパート的なというふうに言われております短時間労働従業

といったものもございます。それらも全て踏まえまして、いわゆる日額、時間給、そうい

ったものも近隣の町村の調査をしながら、また最低賃金のことも情報を入手しながら予算

編成に当たったということで、１点目はご理解いただきたいと思います。 

 おっしゃっている向きは、臨時、いわゆる通年的な雇用の一日業務における臨時職員と

いう意味合いだと思いますけれども、このことにつきましてはその日額の中での対応と、

また経験加算ということも改めて調査もさせていただきましたので、総体的に、何％とい

うことは職種によってばらばらですので申し上げられませんけれども、それぞれ価格的に

は賃金の単価は上がっているという意味合いの中で話をさせていただきました。また、そ

れにかかわって発注にかかわります、先ほど申し上げました委託にかかわっても関連する

部分についてはその分が上がったということになってございますので、そういう状況で精

査をさせていただいたということでなってございますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 
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〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 考えていただいているというのはわかるのですが、今この庁舎内で事務をや

っていらっしゃる方の賃金はどのぐらいになる予定なのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 基本的には、１日、これは従前から同じですけれども、6,000円と。そう

いう中に経験加算と、それから場合によっては市街ではないところから通われる方もおら

れますので、そういったことも通勤的なことも加味して体系は組まさせていただくという

ことでございます。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 6,000円というのは、もう約10年近くになるかなと思うのですが、それから全

然値上げといいますか、上がっていないと思われるのです。昨年の暮れぐらいからもう物

価も上がってきていますし、今の消費税３％分ですね、そのぐらいのことはやはり少し考

えていただきたいと思いますが、町長、どう思いますか、その辺。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 先ほどから経験年数という部分もお話しさせていただきました。最大値

は、今３％とおっしゃいましたけれども、８％という部分も見込んでございますので、そ

ういった意味では全体的には底上げしているのかなというふうに思ってございますので、

ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 その経験年数はわかるのですが、私言っているのは、今6,000円から始まって

いる、その金額のことを言っているのです。最初の賃金ですね。その経験年数で上げてい

くというのは、本当に働いている方にとっては大変ありがたいことだと思います。ただ、

最初の賃金ですね、その辺について少し検討いただけないかと、私はそう今言っているの

ですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 臨時職員さんの賃金ということでありますけれども、言われるように今消費

税の５％から８％という動向もありますし、物価指数も上がっているという状況の中でど

うなのだろうという話だろうというふうに思います。全般の景気対策につきましては、ア

ベノミクスと言われている中で好景気循環型の景気対策をとるというふうに言われていま

す。ただ、私も予算の中でも申し上げたとおり、なかなか地方にまでその状況が景気動向

が及んでいないという状況の中で各民間企業の中でもベースアップということについては

大変慎重な構えをとらざるを得ないという状況の中であります。そういう中で、浦幌町の

役場職員、臨時職員さんの全般的な給料見直しということについては、なかなか今の段階
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では言えないだろうというふうに思っているところです。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 同じような質問になるかもしれません。そのときは申しわけありませんが、

新たに今回４月から指定管理者も２社ほど入ります。それで、今までのこともあるのです

けれども、個々の議案の中でも説明はいただきましたが、指定管理者の事業の中の労務単

価、このこともやっぱり町は手当てしているものですから、それはいいのですけれども、

私の今質問するのは、指定管理者の中の従業者、この方たちに労務単価の改定というので

すか、アップというのですか、この周知はどのようにしていくのでしょうか。質問いたし

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 指定管理の委託という部分でございますけれども、委託全般、いわゆる

予算編成にかかわった中でも含めて私のほうから説明させていただきたいと思います。 

 いずれにいたしましても、発注にかかわっては、委託に限らず、どのような発注につい

ても契約の中で、仕様書の中で法令遵守ということをやはり求めて、契約上もなってござ

いますので、細かい話は、具体的な条項的には見ておりませんけれども、いずれにいたし

ましても法令遵守ということは基本としておりますので、このことは努めてお話をさせて

いただいているということでございます。また、当然積算の中で指定管理委託につきまし

ては公募型の、いわゆるプロポーザルといったような状況もございますので、その上限額

を定めた中での対応としてもるる説明に当たってきているということがございますので、

またそのことを踏まえた中で受託者は法令を遵守していただきたいということは賃金に限

らずお話をさせていただいているということでご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 町から指定管理者、町からまた公共事業の受注者、プロポーザルの関係者、

そこはわかるのですけれども、その内部ですね、相手の事業の中までこれは踏み込むこと

は難しいと思うのです。ただ、働く人の給料というのは、これはやっぱりその人の生活に

もかかわりますし、これは言葉をかえれば浦幌町の住民の生活にもかかわりますし、それ

で浦幌町の商工会の活性化というのですか、この方たちがやっぱりこの活性化を担ってい

く部分だと思うのです。それで、周知ということにつきまして、今後とも浦幌町がこうい

う事業をやっている。その場合、従業者に対するこういう労務単価のアップをしていると

いうことを周知、この点を強く要請いたします。よろしくお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのお話ございましたことにつきましては、いわゆる労働にかか

わることでございますので、このことは労政の中でもやはり全般にわたって周知を図って

いくという大前提でございます。また、指定管理につきましては、受託者が決定して事業
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が執行された後につきましては、一年一年のいわゆる実績報告をいただくと。このことも

見ていくというふうな条件もなってございますので、その中では実績の中でどのようない

わゆる事業費の運営がなされたかということも出していただく形になってございますの

で、その辺については選定委員会の中でもチェックができていくのかなというふうなこと

で捉えているところでございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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。 

 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０１分  休憩 

午前１１時１３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５ 議案第２２号 

〇田村議長 日程第５、議案第22号 平成26年度浦幌町町有林野特別会計予算を議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 浦幌町町有林野特別会計予算書の１ページをごらん願いたいと思いま

す。あわせまして予算説明資料35ページから37ページをご参照願います。議案第22号 平

成26年度浦幌町町有林野特別会計予算。 

 平成26年度浦幌町の町有林野特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
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 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,562万円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成26年３月10日提出、浦幌町長。 

 この町有林野特別会計は、制限林を含めまして町有林3,875ヘクタールの管理、造成を行

うための特別会計でございます。 

 ２ページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算につきましては説明を省略させてい

ただきます。 

 ４ページをごらん願います。歳入歳出予算事項別明細書、１の総括につきましても省略

をさせていただきます。 

 ６ページをごらん願います。２、歳入、１款道支出金、１項道補助金、１目造林補助、

本年度予算額4,143万6,000円、この目につきましては町有林の施業に係る植栽、下草刈り、

除伐、間伐、地ごしらえ、野そ駆除に対する道の補助金でございます。第１節造林補助は、

事業量11.16ヘクタールの増加及び補助単価の増額に伴い558万6,000円の増額の内容でご

ざいます。１節造林補助、２節野そ駆除補助につきましては、説明資料36ページをごらん

願います。 

 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、本年度予算額41万1,000円、この

目につきましては北海道電力に対する町有林の土地貸付料でございます。 

 ２目利子及び配当金、本年度予算額２万円、この目につきましては町有林野事業基金に

かかわります利子でございます。 

 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入、本年度予算額2,600万2,000円、この目につき

ましては留真ほか１団地の町有林34.28ヘクタールの皆伐による立木売り払い代金でござ

います。１節立木売払収入については、予算説明資料36ページをご参照願います。 

 ２目素材売払収入、本年度予算額783万3,000円、この目につきましては町有林115.8ヘク

タールの皆伐に係る間伐材売り払い代金でございます。１節間伐材売払収入は、材積778立

方メートル減に伴いまして246万8,000円の減額の内容でございます。１節間伐材売払収入

につきましては、予算説明資料36ページをご参照願います。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額370万円、この目に

つきましては職員人件費の一部にかかわります一般会計からの繰入金でございます。 

 ２項１目基金繰入金、本年度予算額1,527万8,000円、この目につきましては町有林野事

業基金からの繰入金でございます。 

 ４款１項１目繰越金、本年度予算額１万円、この目につきましては前年度からの繰越金

でございます。 

 ５款諸収入、１項１目雑入、本年度予算額93万円、この目につきましては雑入として植

栽に係るニトリ北海道応援基金助成金の93万円の内容でございます。１節雑入につきまし



- 21 - 
 

ては、予算説明資料36ページをごらん願います。 

 次、８ページをごらん願います。３、歳出、１款１項１目財産管理費、本年度予算額1,624万

8,000円、この目につきましては町有林の維持管理に係る人件費及び事務経費等でございま

す。増額の主なものにつきましては、13節委託料で調査面積と設計労務単価の増により町

有林管理委託料19万9,000円の増、27節公課費で平成25年度分消費税確定申告分の増額見込

みによります10万円の増額の内容でございます。減額の主なものにつきましては、７節賃

金で測量人夫賃29万7,000円の減額の内容でございます。12節役務費、13節委託料、14節使

用料及び賃借料につきましては、予算説明資料37ページをご参照願います。 

 ２款１項財産造成費、１目造林費、本年度予算額7,165万5,000円、この目につきまして

は町有林の管理、造成に要する経費でございます。増額の主なものにつきましては、15節

工事請負費で除伐及び地ごしらえ工事の施工面積の増及び設計労務単価の上昇により

195万4,000円の増、16節原材料費で植林用苗木の単価増額とカラマツ苗木のほかスーパー

Ｆ１、ニトリザクラの苗木を購入することにより31万7,000円の増額の内容でございます。

減額の主なものにつきましては、11節需用費の消耗品35万円の減、13節委託料で野そ駆除

剤散布委託料45万3,000円の減は、野そ駆除散布面積の減によるものでございます。13節委

託料、15節工事請負費、16節原材料費につきましては、予算説明資料37ページをご参照願

います。 

 ３款１項公債費、１目元金、本年度予算額573万8,000円、この目につきましては公有林

整備事業債に係る償還元金でございます。 

 ２目利子、本年度予算額192万9,000円、この目につきましては公有林整備事業債にかか

わります償還利子でございます。 

 次に、10ページをごらん願います。４款１項１目予備費、本年度予算額５万円、この目

につきましては予備の支出に備える科目でございます。 

 次に、11ページをごらん願います。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末

及び当該年度末における現在高見込みに関する調書、区分、公有林整備事業債、前々年度

末現在高7,968万5,000円、前年度末現在高見込み額7,409万1,000円、当該年度中増減見込

み、当該年度中元金償還見込み額573万8,000円、当該年度末現在高見込み額6,835万3,000円

となります。計の欄につきましては同額でございますので、説明を省略させていただきま

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。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 歳入について伺います。 

 例年ですけれども、基金の繰入金、町有林野の基金6,400万ぐらい今ありますね。例年町

有林野の基金から繰り入れ1,500万とか1,700万、それから一般会計から繰り入れが350万、

70万、こういう歳入になっているのですが、この使い分けの……使い分けといいますか、
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両立てでやりくりしていますね。6,400万基金ありますから、単年度で自分の会計でやりく

りしなさいやということもできるのですが、その考え方です。ずっとこれ続いていますか

ら。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 今基金からの繰り入れ、また一般会計からの繰り入れの使い分けという

ことでございますが、基金につきましては今現在、先ほど言いましたように残額で積み立

て額で7,000……基金の残額についてはあれなのですが、基本的に今まで人件費の一部に関

しては一般会計から入れさせていただくということでやってございます。最近は、素材の

売り上げとかいろいろな部分で、伐期した部分で売り上げの中で収入があって繰越金がふ

えてきているという状況にあります。ただ、基金に関しましては、内部でも話はしている

のですが、本来今の町有林会計であれば健全会計で、今議員が言われたように一般会計か

らやらなくてもできる可能性はあるというようには認識しています。ただ、今後何が起き

るかわからないという中で、やっぱりある程度基金は持っておきたいというのと、今まだ

償還金が、先ほど言いましたように6,000万なり7,000万あるというような状況で、その辺

を見きわめながら今後については考えたいと思いますし、今現在、本来であれば町の一般

会計からの繰り入れなくてもできるような状況にありますけれども、その辺は少し状況を

見たいというふうに考えてございます。先ほど言いましたように償還金のこともございま

すので。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

（「済みません」の声あり） 

〇田村議長 産業課長。 

〇大山産業課長 基金の残高ですが、25年度末見込みで7,837万5,000円ほどということで

ございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 今課長も説明にあったように、当然近ごろ少し価格がいいですから、少しや

りくりも楽になっているのかなというふうに思いますけれども、基本的にはやれるのだっ

たら、もう結構な基金額になっていますから、単独でやりくりすることが好ましいなと私

は思うのです。ですから、今課長の説明ありましたけれども、将来的な見通しも余裕もも

ちろん必要ですから、その辺考えながら今後検討していってはどうかなと、私もどうかな

という提案であります。十分検討してください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 今杉江議員のお話あったように、実を申しますと内部でも検討してござ

います。ただ、先ほど言いましたように、この状況がいつまで続くかということもありま
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すので、今後の一、二年なり状況を見ながら、償還もありますので、その辺についてはい

ろいろ内部で検討していきたいというふうに考えてございますので、よろしくお願いしま

す。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午前１１時２７分  休憩 

午前１１時２９分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 

    ◎日程第６ 議案第２３号 

〇田村議長 日程第６、議案第23号 平成26年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算を

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 議案第23号 平成26年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算。 

 平成26年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８億7,842万8,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成26年３月10日提出、浦幌町長。 

 本特別会計の予算につきましては、加入世帯1,013世帯、被保険者数1,990名に係ります

国民健康保険の運営、医療費収支に係る特別会計でございます。本特別会計の予算説明資

料につきましては、38ページから41ページに記載しておりますので、ご参照願います。 



- 24 - 
 

 ２ページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算につきましては省略させていただき

ます。 

 ６ページをお開き願います。歳入歳出予算事項別明細書、１、総括につきましても省略

させていただきます。 

 ８ページをお開き願います。２、歳入、１款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国

民健康保険税、本年度予算額２億640万円、２目退職被保険者等国民健康保険税、本年度予

算額610万3,000円、これらの目につきましては一般被保険者及び退職被保険者に係ります

医療給付費分並びに後期高齢者支援分、介護納付金分の現年度課税分及び滞納繰越分に係

ります国民健康保険税でございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金、本年度予算額１億7,071万

2,000円、この目につきましては療養給付費及び介護納付金等の負担金でございます。 

 ２目高額医療費共同事業負担金、本年度予算額818万3,000円、この目につきましては北

海道国保連への共同事業拠出金に対しまして国から交付されるものでございます。 

 ３目特定健康診査等負担金、本年度予算額86万7,000円、この目につきましては町が実施

する特定健康診査等に要します経費に対しまして国が負担するものでございます。 

 ２項国庫補助金、１目財政調整交付金、本年度予算額3,244万1,000円、この目につきま

しては市町村間における財政力の不均衡を調整するために国が交付するものでございま

す。 

 ３款１項１目療養給付費等交付金、本年度予算額4,140万1,000円、この目につきまして

は療養給付費等に対しまして社会保険診療報酬支払基金から交付されるものでございま

す。 

 10ページをお開き願います。４款１項１目前期高齢者交付金、本年度予算額１億1,638万

1,000円、この目につきましては各市町村の前期高齢者の加入者の割合によりまして保険者

間の負担の不均衡調整のために社会保険診療報酬支払基金から交付されるものでございま

す。 

 ５款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費共同事業負担金、本年度予算額818万

3,000円、この目につきましては国庫負担金と同様に共同事業拠出金として道から交付され

るものでございます。 

 ２目特定健康診査等負担金、本年度予算額86万7,000円、この目につきましては国庫負担

金と同様に健康診査に係ります経費について道から交付されるものでございます。 

 ２項道補助金、１目財政調整交付金、本年度予算額4,825万4,000円、この目につきまし

ては市町村間における財政力の不均衡を調整するため道から交付されるものでございま

す。 

 ６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額３万4,000円、国

民健康保険事業基金の積立金に係ります預金利子でございます。 

 ７款１項共同事業交付金、１目高額医療費共同事業交付金、本年度予算額2,300万円、こ
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の目につきましては高額医療費に係ります保険者間の財政運営の不安定化を緩和するため

に国保連合会から交付されるものでございます。この財源につきましては、各保険者から

の拠出金をもって交付されるものでございます。 

 ２目保険財政共同安定化事業交付金、本年度予算額7,000万円、この目につきましては市

町村国民健康保険保険者間の保険料の平準化と保険財政の安定化を図るために国保連合会

から交付されるものでございます。 

 ８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額１億1,022万円、こ

の目につきましては一般会計からの繰入金でございます。１節保険基盤安定軽減分繰入金

2,288万4,000円、この節につきましては国民健康保険税の軽減分の繰り入れでございます。

２節保険基盤安定支援分繰入金598万2,000円、この節につきましては低所得者を多く抱え

る保険者間の財政安定化を図るために支援金として繰り入れるものでございます。３節そ

の他一般会計繰入金8,135万4,000円、この節につきましては職員の人件費、出産育児一時

金、普通交付税措置をされております国保財政安定化支援分、事務費等の繰入金でござい

ます。 

 ２項１目基金繰入金、本年度予算額3,000万円、この目につきましては国民健康保険事業

基金の繰入金でございます。 

 ９款１項１目繰越金、本年度予算額500万円、この目につきましては前年度からの繰越金

でございます。 

 10款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目一般被保険者延滞金、本年度予算額20万

円、２目退職被保険者等延滞金、本年度予算額1,000円、これらの目につきましては保険税

に係ります延滞金の科目でございます。 

 12ページをお開き願います。３目一般被保険者加算金、本年度予算額1,000円、４目退職

被保険者等加算金、本年度予算額1,000円、これらの目につきましては、返還金に対します

加算金でございます。 

 ５目過料、本年度予算額1,000円、この目につきましては過料を科した場合の科目でござ

います。 

 ２項受託事業収入、１目特定健康診査等受託料、本年度予算額1,000円、この目につきま

しては社会保険等の被保険者分の特定健康指導等を本町の保健センター等に委託された場

合に係ります受託事業収入の科目でございます。 

 ３項雑入、１目一般被保険者第３者納付金、本年度予算額10万円、２目退職被保険者等

第３者納付金、本年度予算額５万円、これらの目につきましては交通事故などの第三者行

為によります納付金でございます。 

 ３目一般被保険者返納金、本年度予算額1,000円、４目退職被保険者等返納金、本年度予

算額1,000円、これらの目につきましては被保険者の資格喪失等の理由により医療給付費等

が受けられなくなった場合の返納金でございます。 

 ５目雑入、本年度予算額２万5,000円、この目につきましては健康実態評価検査自己負担
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金の科目でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度予算額2,756万5,000円、

この目につきましては特別会計に係ります人件費及び事務費等の経費でございます。13節

委託料、システム改修業務委託料32万4,000円につきましては、高額療養費の所得要件の見

直しに伴いますシステム改修業務委託料でございます。 

 14ページをお開き願います。２目連合会負担金、本年度予算額51万2,000円、この目につ

きましては北海道国保連に対します負担金でございます。 

 ２項徴税費、１目賦課徴収費、本年度予算額206万8,000円、この目につきましては国民

健康保険税の賦課徴収に係る経費でございます。12節役務費、19節負担金、補助及び交付

金につきましては、予算説明資料41ページに記載のとおりでございます。 

 ３項１目運営協議会費、本年度予算額14万1,000円、この目につきましては国民健康保険

運営協議会に係る経費でございます。１節報酬につきましては、予算説明資料41ページに

記載しております。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、本年度予算額４億5,000万

円、２目退職被保険者等療養給付費、本年度予算額3,600万円、これらの目につきましては

保険者負担分を北海道国保連合会に支払う経費でございます。 

 ３目一般被保険者療養費、本年度予算額240万円、４目退職被保険者等療養費、本年度予

算額12万円、これらの目につきましては被保険者が補装具等を必要と判断された場合の費

用や保険証を持たずに医療機関を受診され、医療費を全額支払われた場合に保険者負担分

を被保険者に支払う経費でございます。 

 ５目審査支払手数料、本年度予算額168万2,000円、この目につきましては審査機関であ

ります国保連合会に支払う手数料等でございます。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、本年度予算額6,000万円、２目退職被保

険者等高額療養費、本年度予算額960万円、これらの目につきましては１カ月に支払う医療

費の負担限度額を超えた場合に支払う経費でございます。 

 ３目一般被保険者高額介護合算療養費、本年度予算額10万円。16ページをお開き願いま

す。４目退職被保険者等高額介護合算療養費、本年度予算額５万円、これらの目につきま

しては医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保医療保険と介護保

険それぞれ限度額の適用後自己負担額を合算して限度額を超えた場合に支払う費用でござ

います。 

 ３項移送費、１目一般被保険者移送費、本年度予算額５万円、２目退職被保険者等移送

費、本年度予算額３万円、これらの目につきましては被保険者が病気やけがなどで移動が

困難で医師の指示により別の医療機関に移送される場合に支払う経費でございます。 

 ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金、本年度予算額630万円、この目につきましては

被保険者の方が出産された場合に42万円の一時金を支払う経費でございます。19節負担金、

補助及び交付金につきましては、予算説明資料41ページに記載のとおりです。 
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 ５項葬祭諸費、１目葬祭給付費、本年度予算額15万円、この目につきましては被保険者

の方が亡くなられた場合に１万円を葬祭給付費として支払う経費でございます。19節負担

金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料41ページに記載のとおりです。 

 ３款１項１目後期高齢者支援金、本年度予算額１億104万3,000円、２目後期高齢者関係

事務費拠出金、本年度予算額１万1,000円、これらの目につきましては後期高齢者医療制度

に対しての支援で、社会保険診療報酬支払基金が算出した額を同支払基金に支払い、支払

基金から広域連合に支払う経費でございます。19節負担金、補助及び交付金につきまして

は、予算説明資料41ページに記載のとおりです。 

 ４款１項１目前期高齢者納付金、本年度予算額６万2,000円、２目前期高齢者関係事務費

拠出金１万1,000円、これらの目につきましては社会保険診療報酬支払基金が交付する前期

高齢者交付金に係ります負担金でございます。19節負担金、補助及び交付金につきまして

は、予算説明資料41ページに記載のとおりです。 

 ５款１項老人保健拠出金、１目老人保健事務費拠出金、本年度予算額１万円、この目に

つきましては老人保健事業事務に係る費用でございます。 

 18ページをお開き願います。６款１項１目介護納付金、本年度予算額5,070万円、この目

につきましては介護保険事業に係ります２号被保険者分として社会保険診療報酬支払基金

に納付する経費でございます。19節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資

料41ページに記載のとおりです。 

 ７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業拠出金、本年度予算額3,273万

4,000円、この目につきましては過去３年間の高額医療費の推移を見て全道対比で保険者が

拠出する経費でございます。19節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料

41ページに記載のとおりです。 

 ２目退職者医療事務費拠出金、本年度予算額1,000円、この目につきましては退職者医療

事務の共同処理に係り拠出する経費でございます。 

 ３目保険財政共同安定化事業拠出金、本年度予算額8,831万4,000円、この目につきまし

ては市町村国保保険者の保険料の平準化と保険財政の安定化を図るための事業に保険者と

して拠出する経費でございます。19節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明

資料41ページに記載のとおりです。 

 ８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費、本年度予算額499万6,000円、この目

につきましては特定健康診査、特定保健指導に係ります経費でございます。13節委託料、

18節備品購入費につきましては、予算説明資料41ページに記載のとおりです。 

 ２項保健事業費、１目保健衛生普及費、本年度予算額192万8,000円、この目につきまし

ては被保険者の総合検診事業に係る経費でございます。13節委託料につきましては、予算

説明資料41ページに記載のとおりです。 

 ９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税還付金、本年度予

算額80万円、２目退職被保険者等保険税還付金、本年度予算額５万円、これらの目につき
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ましては過年度にさかのぼり、資格を喪失した場合に過納となった保険税を還付する経費

でございます。 

 20ページをお開き願います。３目償還金、本年度予算額50万円、この目につきましては

過年度分の療養給付費等交付金などの精算に要する経費でございます。 

 10款１項１目予備費、本年度予算額50万円、予備の支出に備えるための経費でございま

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。 

 

    ◎日程第７ 議案第２４号 

〇田村議長 日程第７、議案第24号 平成26年度浦幌町後期高齢者医療特別会計予算を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 議案第24号 平成26年度浦幌町後期高齢者医療特別会計予算。 

 平成26年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,288万2,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成26年３月10日提出、浦幌町長。 

 本特別会計の予算につきましては、後期高齢者医療制度によります被保険者数1,119名に

係ります後期高齢者医療広域連合に対します収支会計を処理する特別会計でございます。

今年は、保険料の改定年でございます。内容につきましては、所得割が10.61％から10.52％、

均等割が４万7,709円から５万1,472円、限度額が55万円から57万円に改正され、均等割２

割、５割軽減の範囲が拡大されております。本特別会計の予算説明資料につきましては、
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42ページ、43ページに記載しておりますので、ご参照願います。 

 ２ページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算につきましては省略させていただき

ます。 

 ４ページをお開き願います。歳入歳出予算事項別明細書、１、総括につきましても省略

させていただきます。 

 ６ページをお開き願います。２、歳入、１款１項１目後期高齢者医療保険料、本年度予

算額4,667万2,000円、この目につきましては75歳以上の高齢者及び65歳以上75歳未満の一

定の障がいのある方からいただく保険料でございます。 

 ２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額3,614万7,000円、

１節事務費繰入金887万8,000円、事務費繰入金につきましては広域連合の共通経費、事務

費と人件費でございます。２節保険基盤安定繰入金2,726万9,000円、この節につきまして

は保険料の軽減措置に対します繰入金でございます。内容につきましては、予算説明資料

43ページに記載のとおりです。 

 ３款１項１目繰越金、本年度予算額1,000円、この目につきましては前年度からの繰越金

の科目でございます。 

 ４款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、本年度予算額1,000円、この目に

つきましては保険料に係る延滞金でございます。 

 ２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、本年度予算額５万円、２目還付加算金、

本年度予算額１万円、これらの目につきましては保険料に過誤納が生じた場合に広域連合

から納付されるものでございます。 

 ３項１目雑入、本年度予算額1,000円、この目につきましてはその他雑入の科目でござい

ます。 

 ８ページをお開き願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度予算額573万7,000円、この目につきましては特別会計に係ります人件費及び事務経

費でございます。13節委託料につきましては、後期高齢者医療システムの保守業務委託料

でございます。 

 ２項１目徴収費、本年度予算額64万8,000円、この目につきましては後期高齢者医療保険

料の賦課徴収に係る事務経費でございます。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、本年度予算額7,643万5,000円、この目に

つきましては広域連合に納付する納付金でございます。19節負担金、補助及び交付金につ

きましては、予算説明資料48ページに記載のとおりです。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、本年度予算額５万円、

２目還付加算金、本年度予算額１万円、これらの目につきましては保険料の過誤納が生じ

た場合の還付金及び加算金でございます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金、本年度予算額1,000円、一般会計への繰出金でございま

す。 
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 ４款１項１目予備費、本年度予算額1,000円、予備の支出に備えるものでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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８ 議案第２５号 

〇田村議長 日程第８、議案第25号 平成26年度浦幌町介護保険特別会計予算を議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 議案第25号 平成26年度浦幌町介護保険特別会計予算。 

 平成26年度浦幌町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６億8,769万6,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成26年３月10日提出、浦幌町長。 

 本特別会計の予算につきましては、第１号被保険者数1,905名に係ります介護保険の運

営、介護給付費の収支及び地域支援事業に係る経費の会計を処理する特別会計でございま

す。予算説明資料につきましては、44ページから47ページに記載しておりますので、ご参

照願います。 

 ２ページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算につきましては省略させていただき

ます。 

 ４ページをお開き願います。歳入歳出予算事項別明細書、１、総括につきましても省略

させていただきます。 

 ６ページをお開き願います。２、歳入、１款１項介護保険料、１目第１号被保険者介護

保険料、本年度予算額9,268万5,000円、この目につきましては65歳以上の第１号被保険者
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の方から納めていただく介護保険料でございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、本年度予算額１億960万

5,000円、この目につきましては保険給付費の20％もしくは15％が国から交付されるもので

ございます。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金、本年度予算額5,642万2,000円、この目につきまして

は原則として保険給付費の５％が国から交付されるものでございますが、75歳以上の後期

高齢者の割合や所得段階の構成割合が全国平均と比較して多い場合は５％を超えて交付さ

れ、逆に平均より少ない場合は５％を下回って交付されるものでございます。本町におき

ましては、実績により9.0％を見込んでいるものでございます。 

 ２目地域支援事業交付金、本年度予算額421万円、この目につきましては介護予防事業に

係ります対象経費の25％、包括的支援事業・任意事業につきましては対象経費の39.5％が

それぞれ国から交付されるものでございます。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金、本年度予算額9,414万6,000円、

この目につきましては保険給付費の12.5％もしくは17.5％が道から交付されるものでござ

います。 

 ２項財政安定化基金支出金、１目交付金、本年度予算額2,000円、この目につきましては

平成24年度から26年度までの３年間の財政運営期間において、収納率の悪化による保険料

不足や給付費の増加による財源不足により財政収支の不均衡が生じた場合に資金の交付を

受ける科目でございます。 

 ３項道補助金、１目地域支援事業交付金、本年度予算額210万5,000円、この目につきま

しては介護予防に係ります対象経費の12.5％、包括的支援事業・任意事業につきましては

対象経費の19.75％がそれぞれ道から交付されるものでございます。 

 ４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、本年度予算額１億8,180万7,000円、

この目につきましては保険給付費の29％が社会保険診療報酬支払基金から交付されるもの

でございます。なお、この交付金の財源は、医療保険各法からの拠出金を財源としており

ます。 

 ２目地域支援事業交付金、本年度予算額213万2,000円、この目につきましては介護予防

事業における対象経費の29％が社会保険診療報酬支払基金から交付されるものでございま

す。 

 ８ページをお開き願います。５款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、

本年度予算額１万円、この目につきましては介護給付費準備基金に係る利子でございます。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額１億2,771万7,000円、

この目につきましては介護給付費繰入金として介護保険事業に係る保険給付費の12.5％、

地域支援事業のうち予防事業につきましては12.5％、任意事業につきましては19.75％を市

町村負担分として一般会計から繰り入れるものでございます。職員給与費等繰入金として

介護保険事業に係る職員の人件費と事務費繰入金として介護保険事業に係る事務経費を一
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般会計より繰り入れするものでございます。 

 ２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金、本年度予算額1,682万円、この目につきま

しては介護給付費準備基金を取り崩して繰り入れるものでございます。 

 ７款１項１目繰越金、本年度予算額３万円、この目につきましては前年度からの繰越金

でございます。 

 ８款諸収入、１項延滞金及び過料、１目第１号被保険者延滞金、本年度予算額1,000円、

２目第１号被保険者過料、本年度予算額1,000円、これらの目につきましては第１号被保険

者の介護保険料に係る延滞金及び過料を科した場合の科目でございます。 

 ２項雑入、１目第３者納付金、本年度予算額1,000円、この目につきましては第三者行為

に係ります納付金でございます。 

 ２目返納金、本年度予算額1,000円、この目につきましては介護保険施設等からの不正請

求等があった場合に不正利得等の徴収金を返納してもらう科目でございます。 

 ３目雑入、本年度予算額1,000円、この目につきましてはその他雑入の科目でございます。 

 10ページをお開き願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度予算額1,563万5,000円、この目につきましては介護保険事業に係る人件費、事務経

費でございます。主な増減につきましては、人件費の減でございます。 

 ２項１目賦課徴収費、本年度予算額122万1,000円、この目につきましては保険料の賦課

徴収に係る経費でございます。12節役務費につきましては、予算説明資料47ページに記載

のとおりです。 

 ３項１目介護認定審査会費、本年度予算額580万1,000円、この目につきましては東部４

町で構成する認定審査会に係ります経費でございます。12節役務費、14節使用料及び賃借

料、19節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料47ページに記載のとおり

です。 

 ２目認定調査費、本年度予算額238万7,000円、この目につきましては要介護などの認定

調査に要する経費でございます。１節報酬、13節委託料につきましては、予算説明資料47ペ

ージに記載のとおりです。 

 ４項１目介護保険運営協議会費、本年度予算額２万2,000円、この目につきましては委員

６名の運営協議会の開催に要する経費でございます。１節報酬につきましては、予算説明

資料47ページに記載のとおりです。 

 12ページをお開き願います。５項１目趣旨普及費、本年度予算額７万3,000円、この目に

つきましては第１号被保険者に対します介護保険制度の趣旨普及、啓蒙に要する経費でご

ざいます。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス等給付費、本年度予

算額１億6,500万円、２目居宅介護サービス等計画給付費、本年度予算額2,100万円、３目

地域密着型介護サービス等給付費、本年度予算額１億2,800万円、４目施設介護サービス等

給付費、本年度予算額２億5,500万円、１目居宅介護サービス等給付費から４目施設介護サ
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ービス等給付費までのうち２目の居宅介護サービス等計画給付費を除き、被保険者が指定

事業所から受けたサービスの費用の９割をこの給付費で支払うもので、国保連合会を通じ

て各事業所に支払われるものでございます。 

 ５目福祉用具購入費、本年度予算額100万円、６目住宅改修費、本年度予算額200万円、

これらの目につきましては被保険者が費用を全額支払い、保険給付費として９割を被保険

者に支払うための経費でございます。本町におきましては受領委任制度をとっております

ので、本町との契約者であれば被保険者が費用の全額ではなく、自己負担分の１割だけを

払う制度になっております。 

 ７目審査支払手数料、本年度予算額52万円、この目につきましては国保連合会への明細

書の審査枚数等に応じて支払う手数料でございます。 

 ２項１目高額介護サービス等費、本年度予算額1,700万円、この目につきましては介護保

険制度における各世帯の所得状況に応じ１カ月に支払う費用の限度額が定められており、

その限度額を超えた額を高額介護サービス費とし、保険者が支払う経費でございます。 

 ３項１目高額医療合算介護サービス等費、本年度予算額240万円、この目につきましては

介護保険制度において１年間医療保険、介護保険を利用した際に自己負担額が年間で高額

になった場合、これらを合算して年額が限度額を超えた場合に支払う経費でございます。 

 ４項１目特定入所者介護サービス等費、本年度予算額3,500万円、この目につきましては

居住または在宅費用及び食費の負担が低所得者の方にとって過重負担にならないように、

所得に応じた定額の負担限度額を設けることにより負担軽減を図るための経費でございま

す。 

 14ページをお開き願います。３款１項財政安定化基金拠出金、１目財政安定化基金償還

金、本年度予算額1,000円、この目につきましては財政安定化基金から貸し出しを受けた場

合に係る償還金の科目でございます。 

 ４款１項地域支援事業費、１目介護予防事業費、本年度予算額735万1,000円、この目に

つきましては要支援、要介護認定者を除き、自立した生活を送られている方を対象に調査

を行い、虚弱な高齢者には介護予防サービスを提供するとともに、一般の高齢者には介護

予防のための健康づくりを行うための経費でございます。13節委託料、14節使用料及び賃

借料につきましては、予算説明資料47ページに記載しております。 

 ２目任意事業費、本年度予算額487万5,000円、この目につきましては家庭内における介

護に伴いまして家族が受けるであろう身体的、精神的、経済的負担を軽減し、家族介護を

継続していただくための支援に係る経費でございます。20節扶助費につきましては、予算

説明資料47ページに記載のとおりです。 

 ３目包括的支援事業費、本年度予算額2,323万8,000円、この目につきましては町地域包

括支援センターの職員人件費及び業務運営に係る経費でございます。業務といたしまして

は、被保険者が要介護状態になることを予防し、要介護状態になった場合においては自立

した生活を営めるよう支援するとともに、介護予防支援の実施を図っていくものでござい
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ます。主な増減につきましては、人件費の減でございます。１節報酬、13節委託料、14節

使用料及び賃借料につきましては、予算説明資料47ページに記載のとおりです。 

 16ページをお開き願います。５款１項基金積立金、１目介護給付費準備基金等積立金、

本年度予算額１万円、この目につきましては介護給付費準備基金を積み立てる科目でござ

います。 

 ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目第１号被保険者還付金、本年度予算額

６万円、この目につきましては過年度にさかのぼり、第１号被保険者の資格を喪失した場

合における保険料の還付金及び還付加算金でございます。 

 ２目償還金、本年度予算額1,000円、この目につきましては過年度の国、道に対します介

護給付費負担金などの償還に係る科目でございます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金、本年度予算額1,000円、この目につきましては過年度分

の保険給付費の精算確定に伴い一般会計からの繰り入れを返還するための科目でございま

す。 

 ７款１項１目予備費、本年度予算額10万円、この目につきましては予備に備えるための

科目でございます。 

 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。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ０時１０分  休憩 

午後 １時２８分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 
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 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 

    ◎日程第９ 議案第２６号 

〇田村議長 日程第９、議案第26号 平成26年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算を議

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。 

〇佐藤診療所事務長 浦幌町立診療所特別会計予算書１ページをごらんいただきたいと思

います。あわせまして説明資料48ページ、49ページをごらん願います。議案第26号 平成

26年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算。 

 平成26年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億7,925万5,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 （地方債） 

 第２条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

 平成26年３月10日提出、浦幌町長。 

 この会計につきましては、町立診療所の管理運営及び診療の収支の会計を処理する特別

会計でございます。 

 ２ページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算は省略させていただきます。 

 ４ページをごらん願います。第２表、地方債、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、限度額1,880万円、起債の方法、証書借入又は証券発行、利率、年

5.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後

においては、当該見直し後の利率）、償還の方法、政府資金又は金融機関等の融通条件によ

る。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は

低利債に借換することができる。 

 ５ページをごらん願います。歳入歳出予算事項別明細書、１、総括につきましては説明

を省略させていただきます。 

 ７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、本年度予算額9,335万1,000円、一般会計からの繰入金でございます。そのうち普

通交付税措置見込み額等につきましては、説明資料48ページに記載のとおりでございます。 

 ２款１項１目繰越金、本年度予算額50万円、前年度繰越金でございます。 

 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入、本年度予算額１億6,657万円、この科目につきまし

ては診療行為に伴います各種診療報酬の収入科目でございます。説明資料の48ページに記
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載のとおりでございます。 

 次に、８ページをごらん願います。２項１目雑入、本年度予算額２万4,000円、２目過年

度収入、本年度予算額１万円、特に説明を加えることはございません。 

 ４款１項町債、１目浦幌町立診療所医療機器更新事業債、本年度予算額1,880万円、この

科目につきましては医療機器更新に伴う地方債で、充当率100％でございます。 

 ９ページをごらん願います。３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費、本年度

予算額4,637万円、この科目につきましては事務職員の人件費及び診療所の維持管理、運営

にかかわる経費でございます。主な増減でございますが、まず増額につきましては、11節

需用費のうち燃料単価高騰に伴います燃料費で51万4,000円、電気料金値上げに伴う光熱水

費30万円、これらを合わせまして81万4,000円の増でございます。また、減額につきまして

は、13節委託料のうち施設管理にかかわります保守業務委託料26万3,000円の減、18節備品

購入費におきまして、昨年施設にエアコンの設置及び厨房用スチームコンベクションオー

ブンを購入しておりますので、1,226万円の減額となっております。13節委託料につきまし

ては、説明資料49ページに記載のとおりでございます。 

 10ページをごらん願います。２目医業費、本年度予算額２億3,256万9,000円、この科目

につきましては医療業務従事者の人件費及び診療業務に伴います医薬材料、医療機器など

の経費でございます。主な増減でございますが、まず増額につきましては、職員の人件費

で761万6,000円の増、７節賃金のうち医師賃金で前診療所長菅原先生に行っていただいて

おります診療について、本年度から午前、午後の１日診療にしていただくなどの医師賃金、

また産前産後休暇及び育児休業に伴います代替臨時看護師等賃金、これらを合わせまして

７節賃金456万9,000円の増、11節需用費のうち内視鏡室への酸素吸引配管延長等のための

修繕料62万7,000円、医療材料費180万円、これらを合わせまして242万7,000円の増、13節

委託料のうち清掃業務に伴います管理業務委託料61万8,000円、血液検査等業務委託料

111万6,000円、医療産業廃棄物処理委託料12万円、合わせまして185万4,000円の増でござ

います。また、減額につきましては、13節委託料のうち医療機器等の保守業務委託料37万

1,000円の減、18節備品購入費におきまして、昨年デジタルエックス線テレビシステム、レ

セプトコンピューター・電子カルテ一体型システム等の大型の医療機器購入がございまし

たので、1,956万8,000円の減額となっております。11節需用費、13節委託料、14節使用料

及び賃借料、18節備品購入費につきましては、説明資料49ページに記載のとおりでござい

ます。 

 12ページをごらん願います。２款１項公債費、１目利子、本年度予算額26万6,000円、こ

の科目につきましては医療機器更新事業債にかかわる償還利子でございます。本年度より

新たな科目でございます。 

 ３款１項１目予備費、本年度予算額５万円、この科目につきましては予備の支出に備え

るための科目でございます。 

 13ページをごらん願います。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当



- 37 - 
 

該年度末における現在高の見込みに関する調書、区分、浦幌町立診療所医療機器更新事業

債、前年度末現在高見込み額3,610万円、当該年度中増減見込み、当該年度中起債見込み額

1,880万円、当該年度末現在高見込み額5,490万円でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、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１０ 議案第２７号 

〇田村議長 日程第10、議案第27号 平成26年度浦幌町公共下水道特別会計予算を議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 議案第27号 平成26年度浦幌町公共下水道特別会計予算。あわせて説明

資料50ページ、51ページをごらん願います。 

 平成26年度浦幌町の公共下水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億7,633万3,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

  （債務負担行為） 

  第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

  （地方債） 

  第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 平成26年３月10日提出、浦幌町長。 

 この会計は、浦幌町公共下水道の建設及び維持管理をする特別会計です。 



- 38 - 
 

 ２ページの第１表、歳入歳出予算は省略させていただきます。 

 ４ページをお開き願います。第２表、債務負担行為、事項、水洗便所改造等の資金とし

て帯広信用金庫が融資する貸付事業に対する損失補償、期間、平成26年度、限度額50万円。

事項、水洗便所改造等の資金として浦幌町農業協同組合が融資する貸付事業に対する損失

補償、期間、平成26年度、限度額50万円。 

 第３表、地方債、起債の目的、下水道事業、公共下水道事業、限度額2,600万円、起債の

方法、証書借入又は証券発行、利率、年５％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる

資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）、償還の方法、

政府資金又は金融機関等の融通条件による。ただし、町財政の都合により据置期間及び償

還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換することができる。 

 ５ページの歳入歳出予算事項別明細書の１、総括は省略させていただきます。 

 ７ページをお開き願います。２、歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目公共

下水道費分担金、本年度予算額1,000円、吉野処理区における新規受益者に係る分担金でご

ざいます。 

 ２項負担金、１目公共下水道費負担金、本年度予算額2,000万2,000円、受益者負担金と

マンホールポンプ所の移設工事に伴う工事負担金1,500万円の増でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目公共下水道使用料、本年度予算額6,773万

9,000円、公共下水道使用料で説明資料50ページに記載のとおりでございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道事業費補助金、本年度予算額2,940万円、

公共下水道事業における社会資本整備総合交付金で490万円の増でございます。 

 ８ページをお開き願います。４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、

本年度予算額1,000円、水洗便所等資金貸付金の預託金利子でございます。 

 ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額２億3,168万6,000円、

一般会計からの繰入金でございます。 

 ６款１項１目繰越金、本年度予算額50万円、前年度繰越金でございます。 

 ７款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、本年度予算額1,000円、２目過料

1,000円でございます。 

 ２項１目貸付金元利収入、本年度予算額100万円、水洗便所等資金貸付金元金収入でござ

います。 

 ９ページをごらん願います。３項１目雑入、本年度予算額2,000円、仮払消費税還付金及

び雑入でございます。 

 ８款１項町債、１目公共下水道事業債、本年度予算額2,600万円、公共下水道事業に係る

事業債370万円の増でございます。 

 10ページをお開き願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度予算額485万1,000円、この科目につきましては公共下水道運営に係る経費でござい

ます。増額の主なものは、下水道審議会に係る１節報酬９万1,000円の増でございます。 
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 ２目普及推進費、本年度予算額101万1,000円、水洗化に向けての普及推進に係る経費で

す。特に説明する事項はございません。 

 11ページをごらん願います。２項施設管理費、１目管渠管理費、本年度予算額854万

7,000円、下水道管渠の維持管理に係る経費でございます。増額の主なものは、説明資料51ペ

ージに記載のマンホール内ポンプ分解修理に係る11節需用費の修繕料100万円、管渠高圧洗

浄に係る13節委託料22万4,000円の増でございます。 

 ２目処理場管理費、本年度予算額3,135万2,000円、この科目につきましては終末処理場

の維持管理に係る経費でございます。増額の主なものは、巡回車タイヤ購入等に係る11節

需用費の消耗品費26万7,000円、灯油単価増及び処理場稼働実績増による燃料費10万

1,000円、電気料金値上げに伴う光熱水費141万6,000円、脱水機分解修理に係る修繕料150万

円、管理業務委託に係る13節委託料67万3,000円、水質監視機等更新に係る18節備品購入費

39万9,000円の増でございます。減額の主なものは、巡回車車検整備等に係る12節役務費

11万6,000円の減でございます。需用費の修繕料及び委託料、備品購入費につきましては、

説明資料51ページに記載のとおりでございます。 

 12ページをお開き願います。２款事業費、１項１目下水道建設費、本年度予算額9,865万

5,000円、この科目につきましては公共下水道建設に係る経費でございます。増額の主なも

のは、認可申請協議に係る９節旅費15万6,000円、終末処理場監視制御設備更新工事等に伴

う15節工事請負費3,700万円の増でございます。減額の主なものは、下水道施設移設設計に

係る13節委託料750万円の減でございます。委託料及び工事請負費につきましては、説明資

料51ページに記載のとおりでございます。 

 13ページをごらん願います。３款１項公債費、１目元金、本年度予算額１億9,968万

2,000円、２目利子3,218万5,000円、23節償還金、利子及び割引料の長期債償還元金507万

5,000円、利子410万1,000円の減額となってございます。 

 ４款１項１目予備費、本年度予算額５万円、予備の支出に備えるための費用でございま

す。 

 14ページをお開き願います。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当

該年度末における現在高見込みに関する調書、区分、公共下水道事業債、前々年度末現在

高17億662万4,000円、前年度末現在高見込み額15億2,416万7,000円、当該年度中起債見込

み額2,600万円、当該年度中元金償還見込み額１億9,968万2,000円、当該年度末現在高見込

み額13億5,048万5,000円。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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） 

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２８号 

〇田村議長 日程第11、議案第28号 平成26年度浦幌町個別排水処理特別会計予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 議案第28号 平成26年度浦幌町個別排水処理特別会計予算。あわせて説

明資料52ページ、53ページをごらん願います。 

 平成26年度浦幌町の個別排水処理特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,476万1,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

  （債務負担行為） 

  第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

  （地方債） 

  第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 平成26年３月10日提出、浦幌町長。 

 この会計は、個別排水処理施設の設置及び維持管理をする特別会計です。 

 ２ページの第１表、歳入歳出予算は省略させていただきます。 

 ４ページをお開き願います。第２表、債務負担行為、事項、水洗便所改造等の資金とし

て帯広信用金庫が融資する貸付事業に対する損失補償、期間、平成26年度、限度額50万円、

水洗便所改造等の資金として浦幌町農業協同組合が融資する貸付事業に対する損失補償、

期間、平成26年度、限度額100万円。 

 第３表、地方債、起債の目的、下水道事業、個別排水処理施設整備事業、限度額1,460万

円、起債の方法、証書借入又は証券発行、利率、年５％以内（ただし、利率見直し方式で

借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）、償

還の方法、政府資金又は金融機関等の融通条件による。ただし、町財政の都合により据置
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期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換することができる。 

 ５ページの歳入歳出予算事項別明細書の１、総括は省略させていただきます。 

 ７ページをお開き願います。２、歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目個別

排水処理分担金、本年度予算額24万円、個別排水処理受益者分担金でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目排水処理施設使用料、本年度予算額1,116万

8,000円、排水処理施設使用料75万2,000円の増、内容につきましては説明資料52ページに

記載のとおりでございます。 

 ３款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額1,000円、水洗便

所等資金貸付金の預託金利子でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額2,704万8,000円、

一般会計からの繰入金でございます。 

 ５款１項１目繰越金、本年度予算額20万円、前年度繰越金でございます。 

 ８ページをお開き願います。６款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、本

年度予算額1,000円、２目過料1,000円でございます。 

 ２項１目貸付金元利収入、本年度予算額150万円、水洗便所改造等貸付金の元金収入でご

ざいます。 

 ３項１目雑入、本年度予算額2,000円、仮払消費税還付金及び雑入です。 

 ７款１項町債、１目個別排水処理施設整備事業債、本年度予算額1,460万円、施設整備に

係る事業債でございます。 

 ９ページをごらん願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度予算額46万3,000円、この科目につきましては個別排水処理施設に関する一般管理費

でございます。 

 ２目普及推進費、本年度予算額202万1,000円、水洗化に向けての普及推進に係る経費で

ございます。19節負担金、補助及び交付金は、説明資料53ページに記載のとおりでござい

ます。 

 ２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費、本年度予算額1,886万4,000円、この科

目につきましては人件費及び合併処理浄化槽等の施設の維持管理に係る経費でございま

す。増額の主なものは、浄化槽修繕に係る11節需用費の修繕料51万5,000円、浄化槽法定検

査増に伴う12節役務費の手数料13万円、保守点検箇所増に伴う13節委託料83万6,000円、需

用費の修繕料及び委託料につきましては、説明資料53ページに記載のとおりでございます。 

 ２款事業費、１項１目個別排水処理施設建設費、本年度予算額1,600万円、この科目につ

きましては合併処理浄化槽10基の建設費に係る経費でございます。15節工事請負費につき

ましては、説明資料53ページに記載のとおりでございます。 

 11ページをごらん願います。３款１項公債費、１目元金、本年度予算額1,336万4,000円、

２目利子399万9,000円、23節償還金、利子及び割引料の長期債償還元金33万1,000円、利子

８万3,000円が減額となってございます。 
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 ４款１項１目予備費、本年度予算額５万円、予備の支出に備えるための費用でございま

す。 

 12ページをお開き願います。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当

該年度末における現在高見込みに関する調書、区分、個別排水処理施設整備事業債、前々

年度末現在高２億2,573万3,000円、前年度末現在高見込み額２億3,703万8,000円、当該年

度中起債見込み額1,460万円、当該年度中元金償還見込み額1,336万4,000円、当該年度末現

在高見込み額２億3,827万4,000円。 

 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１２ 議案第２９号 

〇田村議長 日程第12、議案第29号 平成26年度浦幌町簡易水道特別会計予算を議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 議案第29号、あわせて説明資料54ページ、55ページをごらん願います。

平成26年度浦幌町簡易水道特別会計予算。 

 平成26年度浦幌町の簡易水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億4,197万4,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 （地方債） 

  第２条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

 平成26年３月10日提出、浦幌町長。 
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 この会計は、浦幌町簡易水道における施設の建設及び維持管理をする特別会計です。 

 ２ページの第１表、歳入歳出予算は省略させていただきます。 

 ４ページをお開き願います。第２表、地方債、起債の目的、簡易水道事業、限度額9,560万

円、起債の方法、証書借入又は証券発行、利率、年５％以内（ただし、利率見直し方式で

借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）、償

還の方法、政府資金又は金融機関等の融通条件による。ただし、町財政の都合により据置

期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換することができる。 

 ５ページの歳入歳出予算事項別明細書の１、総括は省略させていただきます。 

 ７ページをお開き願います。２、歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目簡易

水道費負担金、本年度予算額3,980万円、町道改良工事などに伴う水道管移設工事負担金で

ございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料、本年度予算額１億4,860万7,000円、

今年度は静内、十勝太の一部地区が供用開始となりますが、実質平均７％の料金値下げを

するため109万7,000円の減額となってございます。水道使用料の内容につきましては、説

明資料54ページに記載のとおりでございます。 

 ２項手数料、１目簡易水道手数料、本年度予算額10万円、給水工事設計審査に係る手数

料でございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目簡易水道事業費補助金、本年度予算額2,241万

1,000円、統合簡易水道事業における国庫補助金で3,026万2,000円の減額となってございま

す。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額１億3,495万3,000円、

一般会計からの繰入金でございます。 

 ８ページをお開き願います。５款１項１目繰越金、本年度予算額50万円、前年度繰越金

でございます。 

 ６款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目過料、本年度予算額1,000円でございます。 

 ２項１目雑入、本年度予算額2,000円、雑入及び仮払消費税還付金でございます。 

 ７款１項町債、１目簡易水道事業債、本年度予算額9,560万円、簡易水道施設整備に係る

事業債7,970万円の増でございます。 

 ９ページをごらん願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度予算額2,694万5,000円、この科目につきましては簡易水道事業に係る人件費などの

一般管理費でございます。 

 10ページをお開き願います。２目施設管理費、本年度予算額7,461万1,000円、この科目

につきましては簡易水道施設における維持管理に係る経費でございます。増額の主なもの

は、水道技術臨時職員２名に係る７節賃金462万7,000円、巡回車タイヤ購入等に係る11節

需用費の消耗品費37万円、使用実績増と重油等の単価アップに伴う燃料費107万円、新たに

静内、十勝太配水池及び加圧施設の設置と電気料金の値上げに伴う光熱水費326万4,000円、
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監視システム通信料増による12節役務費42万2,000円、色濁度計等更新による18節備品購入

費85万9,000円の増でございます。減額の主なものは、機械等修繕に係る11節需用費の修繕

料17万9,000円、汚泥産廃処理量の減による12節役務費の手数料128万4,000円、水質監視装

置点検調整業務の減と管理業務委託料を賃金に組みかえしたことによる13節委託料252万

8,000円、浦幌浄水場給水設備工事等に伴う15節工事請負費340万円の減でございます。な

お、需用費の修繕料、委託料、工事請負費、備品購入費につきましては、説明資料55ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 11ページをごらん願います。２款１項事業費、１目給水事業費、本年度予算額１億8,731万

6,000円、この科目につきましては簡易水道施設整備工事及び給水装置に係る量水器取りか

え工事などに関する経費でございます。増額の主なものは、浦幌浄水場導水管用地に係る

17節公有財産購入費20万円、道営下浦幌地区共同事業及び担い手支援型畑地帯総合整備事

業負担金の増に伴う19節負担金、補助及び交付金821万円の増でございます。減額の主なも

のは、水道移設設計に係る13節委託料100万円、厚内地区計装設備更新工事等の減額に伴う

15節工事請負費7,008万8,000円、量水器の取りかえ数減による16節原材料費19万1,000円の

減でございます。なお、委託料、工事請負費、公有財産購入費、負担金、補助及び交付金

につきましては、説明資料55ページに記載のとおりでございます。 

 ３款１項公債費、１目元金、本年度予算額１億915万5,000円、長期債償還元金697万

1,000円の増、２目利子4,389万6,000円、長期債償還金利子157万9,000円の減額となってご

ざいます。 

 12ページをお開き願います。４款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目過誤納還付金、

本年度予算額1,000円、還付金でございます。 

 ５款１項１目予備費、本年度予算額５万円、予備費の支出に備えるための費用でござい

ます。 

 13ページをごらん願います。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当

該年度末における現在高見込みに関する調書、区分、簡易水道事業債、前々年度末現在高

21億3,493万7,000円、前年度末現在高見込み額22億6,165万3,000円、当該年度中起債見込

み額9,560万円、当該年度中元金償還見込み額１億915万5,000円、当該年度末現在高見込み

額22億4,809万8,000円。 

 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29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。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時０６分  休憩 

午後 ２時１９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３０号 

〇田村議長 日程第13、議案第30号 工事請負契約の締結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。 

〇鈴木総務課長 議案第30号 工事請負契約の締結について。 

 次のとおり工事請負契約を締結したいので、地方自治法第96条第１項第５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２条の規定により議会の議決

を求める。 

 平成26年３月19日提出、浦幌町長。 

 １、工事名、役場庁舎耐震防災改修建築主体工事。 

 ２、契約の方法、指名競争入札。 

 ３、契約の金額、４億6,656万円。 

 ４、契約の相手方、萩原・北原・宮本経常建設共同企業体、代表者、帯広市東７条南８

丁目２番地、萩原建設工業株式会社代表取締役社長、萩原一利。 

 ５、工期、平成27年３月27日。 

 なお、仮契約年月日は平成26年３月11日でございます。 

 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。 
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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１４ 議案第３１号 

〇田村議長 日程第14、議案第31号 工事請負契約の締結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。 

〇鈴木総務課長 議案第31号 工事請負契約の締結について。 

 次のとおり工事請負契約を締結したいので、地方自治法第96条第１項第５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２条の規定により議会の議決

を求める。 

 平成26年３月19日提出、浦幌町長。 

 １、工事名、役場庁舎耐震防災改修機械設備工事。 

 ２、契約の方法、指名競争入札。 

 ３、契約の金額、１億11万6,000円。 

 ４、契約の相手方、笹原・浦幌設備経常建設共同企業体、代表者、中川郡幕別町錦町65番

地、株式会社笹原商産代表取締役、笹原早苗。 

 ５、工期、平成27年３月27日。 

 なお、仮契約年月日は平成26年３月11日でございます。 

 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。 
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    ◎日程第１５ 議案第３２号 

〇田村議長 日程第15、議案第32号 工事請負契約の締結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。 

〇鈴木総務課長 議案第32号 工事請負契約の締結について。 

 次のとおり工事請負契約を締結したいので、地方自治法第96条第１項第５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２条の規定により議会の議決

を求める。 

 平成26年３月19日提出、浦幌町長。 

 １、工事名、役場庁舎耐震防災改修電気設備工事。 

 ２、契約の方法、指名競争入札。 

 ３、契約の金額、9,093万6,000円。 

 ４、契約の相手方、竹田・浦幌・飯田経常建設共同企業体、代表者、十勝郡浦幌町字宝

町17番地、竹田電気株式会社代表取締役、竹田悦郎。 

 ５、工期、平成27年３月27日。 

 なお、仮契約年月日は平成26年３月11日でございます。 

 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１６ 同意第１号 

〇田村議長 日程第16、同意第１号 浦幌町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき

同意を求めることについてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 同意第１号 浦幌町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求め
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ることについて。 

 浦幌町固定資産評価審査委員会委員、臼井壽雄は、平成26年５月９日をもって任期満了

となるので、浦幌町固定資産評価審査委員会の委員に次の者を選任することについて、地

方税法第423条第３項の規定により議会の同意を求める。 

 平成26年３月10日提出、浦幌町長。 

 記、臼井壽雄氏であります。 

 臼井壽雄氏につきましては、平成11年５月に固定資産評価委員に選任されて以来５期を

数えておりまして、固定資産評価に対する知識、経験等造詣が深く、さらに研さん、研修

を重ねてきているところであります。町民の財産であるところの資産評価への信頼を維持

するためにも引き続き選任していただきたく、同意を求めるものであります。 

 議員各位の同意を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

 なお、任期につきましては平成26年５月10日から平成29年５月９日までであります。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、これより質疑、討論を省略し、採決を行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本件は同意することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１７ 発委第１号 

〇田村議長 日程第17、発委第１号 浦幌町議会会議規則の一部改正についてを議題とい

たします。 

 提案の趣旨について説明を求めます。 

 議会運営委員会、杉江委員長。 

〇杉江議会運営委員長 発委第１号 浦幌町議会会議規則の一部改正について。 

 上記の議案を、地方自治法第109条第６項及び浦幌町議会会議規則第14条第３項の規定に

より提出します。 

 平成26年３月19日提出、提出者、議会運営委員会委員長。 

 次、お開きください。浦幌町議会会議規則の一部を改正する規則。 

 浦幌町議会会議規則（昭和62年浦幌町議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 第２条に次の１項を加える。 

 ３ 議員が出産のため議会に出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠

席届・長期不在届を提出することができる。 

 別記第１号様式を次のように改める。 

 次のページ、ごらんください。別記第１号様式であります。欠席届・長期不在届の届け

出欄、４段目、欠席・不在理由のところに、この４段目に出産という項目を追加するもの
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であります。 

 附則、この規則は、公布の日から施行する。 

 改正の理由でありますが、衆議院規則及び参議院規則の一部改正に伴い、議員の欠席事

由に出産を明記することになったことから、浦幌町議会会議規則の一部を改正するもので

す。 

 よろしくご協賛のほどをお願い申し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、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。 

 これより発委第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いたしました。 

 

    ◎日程第１８ 発委第２号 

〇田村議長 日程第18、発委第２号 「要支援者への介護予防給付の従来通りの継続」「特

別養護老人ホームへの入居を要介護３以上に限定せず従来通りとすること」「利用者負担増

の中止」を求める意見書の提出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。 

 総務文教厚生常任委員長。 

〇福原総務文教厚生常任委員長 発委第２号 「要支援者への介護予防給付の従来通りの

継続」「特別養護老人ホームへの入居を要介護３以上に限定せず従来通りとすること」「利

用者負担増の中止」を求める意見書の提出について。 

 上記の議案を、地方自治法第109条第７項及び浦幌町議会会議規則第14条第３項の規定に

より提出いたします。 

 平成26年３月19日提出、提出者、総務文教厚生常任委員会委員長。 

 次のページをお開き願います。意見書の朗読を省略しまして、要旨のみ申し上げます。 

 厚生労働省は、要支援者に対する訪問介護・通所介護のサービスを介護保険から外して、

市町村事業に「丸投げ」する方針を打ち出してきました。多くの要支援者と事業所、労働

者、自治体に深刻な影響が予想されます。 

 要支援者は、廃用症候群や引きこもり等、心身の機能低下を防ぎ、生活を支えるために

適切な介護を必要としている人々であり、独居や老老世帯で頑張って暮らしている方が多



- 50 - 
 

くいます。この人たちから通所介護・訪問介護のサービスを奪うことは、生活を奪うこと

を意味します。 

 また、特別養護老人ホームの入居を要介護３以上の高齢者に制限することを打ち出しま

したが、要介護１、２と判定される高齢者の中には、特養以外の生活が著しく困難な方が

多数います。特養の入居については、利用者家族の選択を尊重し、入所判定は事業者の主

体性に任せるべきと考えます。 

 制度開始以来、介護保険料は改定のたびに引きあがっており、そのうえ利用料負担を上

乗せすることは、必要な介護を奪うことに繋がるのではないかと懸念されます。国の責任

で制度の持続可能性と公平性を確保すべきと考えます。 

 以上の趣旨から、下記のとおり要望するものです。 

記 

 １ 要支援者に対する介護予防給付を従来通り継続すること。 
 ２ 特別養護老人ホームへの入居を要介護３以上に限定せず従来通りとすること。 

 ３ 利用者負担を増やさないこと。 

 ４ 介護保険財政に国が責任を持つこと。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 

 平成26年３月19日。 

 提出先は、衆参両院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣です。 

 議員各位のご協賛賜りますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

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。 

 これより発委第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関係先に提出することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１９ 発委第３号 

〇田村議長 日程第19、発委第３号 所得税法第56条及び関連条項の見直しを求める意見

書の提出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。 
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 総務文教厚生常任委員長。 

〇福原総務文教厚生常任委員長 発委第３号 所得税法第56条及び関連条項の見直しを求

める意見書の提出について。 

 上記の議案を、地方自治法第109条第７項及び浦幌町議会会議規則第14条第３項の規定に

より提出いたします。 

 平成26年３月19日提出、提出者、総務文教厚生常任委員会委員長。 

 次のページをお開き願います。所得税法第56条及び関連条項の見直しを求める意見書。 

 所得税法第56条は家長制度の廃止により、個人単位主義を原則としたことで、家族間で

所得を分散し、不当に累進課税を逃れる租税回避的な行為が横行することを防止する趣旨

のもと制定された条項である。 

 しかし、法が制定された昭和25年当時と比べると、女性の社会進出や家族観など社会通

念も大きく変化した今日、伝統的な法解釈だけで合理的な判断を下すことが困難な時代背

景となっている。 

 事業主の所得から控除される自家労賃は、配偶者の場合で86万円、家族で50万円だけで

あり、このわずかな控除額が、家族従業者の所得とみなされるため、子どもが結婚しても

家や車のローンも事業主名でないと組めないなど、社会的にも経済的にも全く自立できず、

後継者育成にも大きな妨げとなっている。 

 よって、国におかれては、自家労賃が必要経費として認められるよう、時代に即した概

念の元に、国における抜本的な税制改正の議論の中で見直しを図ることを求めるものであ

る。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 

 平成26年３月19日。 

 提出先は、内閣総理大臣、財務大臣、法務大臣です。 

 議員各位のご協賛賜りますようお願い申し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、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。 

 これより発委第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関係先に提出することに決定をいたしました。 
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    ◎日程第２０ 発委第４号 

〇田村議長 日程第20、発委第４号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る要望意見書の提出

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。 

 産業建設常任委員長。 

〇森産業建設常任委員長 発委第４号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る要望意見書の提

出について。 

 上記の議案を、地方自治法第109条第７項及び浦幌町議会会議規則第14条第３項の規定に

より提出します。 

 平成26年３月19日提出、提出者、産業建設常任委員会委員長。 

 次のページをお開きください。ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る要望意見書（案）。 

 ＴＰＰは例外なき関税撤廃を原則としていることに加え、国民一人ひとりの暮らしや地

域社会の将来に、極めて大きな禍根を残す問題であること、また、すべての国際貿易交渉

において重要品目等の関税維持が不可欠なことから、下記の事項を政府に求めるものであ

ります。 

記 

１ ＴＰＰ交渉に係る衆参両院農林水産委員会決議の遵守 

 政府は平成25年４月の衆参両院農林水産委員会における決議「環太平洋パートナーシッ

プ（ＴＰＰ）協定交渉参加に関する件について」を遵守するとともに、決議が遵守できな

い場合は、ＴＰＰから脱退すること。 

２ すべての国際貿易交渉における重要品目等の関税維持 

 ＥＰＡ・ＦＴＡ等のすべての国際貿易交渉において、重要品目等の関税等、必要な国境

措置を維持するとともに、特に日豪ＥＰＡ交渉については、平成18年12月の衆参両院農林

水産委員会における決議「日豪ＥＰＡの交渉開始に関する件」を遵守すること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 平成26年３月19日。 

 北海道十勝郡浦幌町議会。 

 提出先は、内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣府ＴＰＰ担当大臣、農林水産大臣、外務

大臣、経済産業大臣であります。 

 議員各位のご協賛を賜りますことをお願い申し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 
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 これより発委第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関係先に提出することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第２１ 発議第１号 

〇田村議長 日程第21、発議第１号 浦幌町議会議員の定数を定める条例の一部改正につ

いてを議題といたします。 

 提案の趣旨について説明を求めます。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 発議第１号 浦幌町議会議員の定数を定める条例の一部改正について。 

 上記の議案を、地方自治法第112条、浦幌町議会基本条例第19条第３項及び浦幌町議会会

議規則第14条第２項の規定により提出します。 

 平成26年３月19日提出、提出者、浦幌町議会議員杉江博、賛成者、浦幌町議会議員髙橋

利一、福原仁子、森秀幸、安藤忠司の各議員であります。 

 次、お開きください。浦幌町議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町議会議員の定数を定める条例（平成14年浦幌町条例第18号）の一部を次のように

改正する。 

 本則中「13人」を「11人」に改める。 

 附則、この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。 

 改正理由説明の資料をお開きください。１ページ、改正する条例改正理由の説明を申し

上げます。改正理由、浦幌町議会議員の定数に関しては、平成23年９月の議長から議会運

営委員会に対し諮問され、他の町村議会の視察、大学教授を招いての講演会の開催、アン

ケート調査の実施なども行い、また議員間においては精力的に議論してまいりました。 

 議員間協議の中では、①、人口規模に応じた定数、②、委員会審査の充実から見た定数、

③、町政運営に対する監視機能強化から見た定数、④、管内町村との比較から見た定数、

⑤、町の財政状況から見た定数、⑥、町民意見の反映、⑦、行政区などの地域に応じた定

数、⑧、そのほか議員定数を議論する上で協議することの８項目の論点を上げ、さまざま

な角度から資料をもとに研さんと協議を行い、さきの本定例会初日に議会運営委員会が議

長に答申したところであります。 

 議会は、二元代表制の一翼を担う議事機関であり、公選の議員をその構成要素とする合

議制の機関として、民意を反映するためにも重要な機関であります。 

 議会の組織として重要な位置づけとなる常任委員会については、行政の分化と専門化の

傾向に即し、議会内部における事件の審査、事務の調査などに対し、能率的処理を図るこ

とを目的としています。 
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 常任委員会機能を維持、充実させていくことでは、議長を除き、１常任委員会において

多種多様な意見と民意の反映により議論できる人数として、最低５人を確保する必要性が

あり、維持していくことは可能です。ただし、常任委員会委員の重複での在籍については、

委員会制度として分化による専門性や機能性を発揮する目的からも１人１委員会所属を堅

持することは必要であります。 

 平成23年の地方自治法の一部改正により、地方公共団体の自由度の拡大を図るための措

置として、議員定数の法定上限の撤廃が行われ、自由に議員定数を定めることができるこ

ととなりました。しかし、人口規模を全く無視するものではないことから、北海道内、類

似団体、十勝管内の町村議会議員定数も考慮しました。 

 このことから、委員会の最低必要人数や現在の浦幌町の人口規模なども踏まえ11議席と

するものです。 

 ２、改正の内容、議員定数を13人から11人にする。 

 施行期日として、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。 

 次、２ページ目をお開きください。浦幌町議会議員の定数を定める条例（平成14年条例

第18号）の新旧対照表でありますが、改正後の内容について説明申し上げます。 

 浦幌町議会議員の定数は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第91条第１項の規定に基

づき、11人とする。 

 説明は以上であります。 

 議員各位のご協賛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。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより発議第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２２ 発議第２号 

〇田村議長 日程第22、発議第２号 特定秘密保護法の廃止を求める意見書の提出につい

てを議題といたします。 

 提案の趣旨について説明を求めます。 

 １番、関井議員。 
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〇関井議員 発議第２号 特定秘密保護法の廃止を求める意見書の提出について。 

 上記の議案を、地方自治法第112条及び浦幌町議会会議規則第14条第２項の規定により提

出します。 

 平成26年３月19日提出、提出者、浦幌町議会議員関井雅明、賛成者、浦幌町議会議員差

間正樹、安藤忠司。 

 次のページをお開きください。特定秘密保護法の廃止を求める意見書（案）。 

 特定秘密保護法は、政府が持つ膨大な情報の中から、行政機関の長が安全保障に関わる

と判断すれば「特定秘密」と指定し、最長60年、例外によっては、永久に国民に隠し続け

ることができる法律である。 

 国会審議などを通じて、この特定秘密保護法が国民の知る権利や取材報道の自由を侵害

するだけでなく、日本国憲法における国民主権の原則、基本的人権の尊重や平和主義を侵

害することも指摘されており、広範な国民階層、法曹界、ジャーナリストやその労働組合、

文化人、芸術家などが反対・廃案もしくは慎重な審議を求めていたにも関わらず、わずか

な審議で、法案を成立させたことは許されるものではない。 

 特定秘密は、故意であれ、過失であれ、漏らした公務員が罰せられるだけではなく、秘

密を知ろうとした国民も処罰され、未遂でも共謀、教唆、扇動しただけで罰せられるもの

で、基本的人権の侵害は明らかである。 

 こうした重大な法律を十分な審議もせずに制定させ、施行することは、ただでさえ情報

公開制度が不十分な日本において、情報の公開が例外で、秘密が原則という異様な状態を

生み出す危険がある。国民の知る権利を奪い、国民主権の原則と相いれず、到底施行する

ことは許されない。 

 よって、特定秘密保護法の廃止を強く要請する。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

 平成26年３月19日。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣。 

 以上、議員各位のご協賛賜りますようお願い申し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、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。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより発議第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。 
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 よって、本案は原案のとおり関係先に提出することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第２３ 発議第３号 

〇田村議長 日程第23、発議第３号 所管事務調査についてを議題といたします。 

 各委員長から、次の定例会までの議会閉会中にお手元に配付のとおり所管事務調査を行

いたい旨の申し出がありました。所管事務調査については、各委員長の申し出どおり各委

員会に付託して議会閉会中にこれの調査をすることにしたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、発議第３号は提案のとおり各委員会にこれの調査を付託して議会閉会中の調査

とすることに決定をいたしました。 

 

    ◎町長挨拶 

〇田村議長 以上で本定例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。 

 ここで町長より発言の申し出がありますので、これを許します。 

 町長。 

〇水澤町長 議長のお許しをいただきましたので、平成26年第１回定例会の閉会に当たり

まして一言ご挨拶をさせていただきます。 

 本定例会に提案をさせていただきました平成26年度予算及び追加議案を含む全26議案に

つきまして慎重審議をいただき、可決決定をしていただきました。予算編成に当たりまし

ては、町民の皆さんに暮らしやすい浦幌町を実現するために心を砕いてきたつもりであり

ます。引き続き老朽化の著しい公営住宅の買い取り事業など大型事業もありますけれども、

行財政改革プラン2011に基づきまして、今後とも国の中期財政計画を注視しながら厳しい

時代に対応できる行財政運営に取り組んでいくつもりであります。予算の執行につきまし

ては、さらに慎重を期すとともに、行政効果を上げるよう取り組んでまいる所存でありま

す。 

 これからの浦幌町の10年間を切り開いていくための指針であります第３期まちづくり計

画も、今年26年度で４年目を迎えることになりました。私も２期目の町政を預からせてい

ただきまして、26年では最終年度を迎えることになりますけれども、本定例会において皆

様からいただきました真剣な町の課題と方向性について皆さんのご指摘を踏まえながら行

政運営をしていくつもりであります。町政執行方針でも述べさせていただきましたけれど

も、これからも行政推進に当たりまして職員と一丸となって町民のために取り組んでまい

るつもりであります。 

 最後になりますけれども、町議会議員の皆様には町政執行のためにさらにご尽力を賜り

ますことをお願い申し上げながら、平成26年第１回定例会閉会に当たっての挨拶とさせて
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いただきます。まことにありがとうございました。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇田村議長 これをもって会議を閉じます。 

 平成26年第１回浦幌町議会定例会を閉会いたします。 

閉会 午後 ３時０２分 

 


