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平成２７年第２回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

平成２７年６月８日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 ３時１２分 

 

〇議事日程 

 日程第 １ 議会運営委員長報告 

 日程第 ２ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ３ 会期の決定 

 日程第 ４ 諸般の報告（議長） 

 日程第 ５ 行政報告（町長） 

 日程第 ６ 報告第 ２号 株式会社ユーエム経営状況等報告について 

 日程第 ７ 報告第 ３号 平成２６年度浦幌町一般会計繰越明許費繰越計算について 

 日程第 ８ 報告第 ４号 専決処分の報告について 

              （損害賠償の額の決定） 

 日程第 ９ 平成２７年度町政執行方針 

 日程第１０ 平成２７年度教育行政執行方針 

 日程第１１ 議案第４３号 浦幌町ふるさとづくり寄附条例の一部改正について 

 日程第１２ 議案第４４号 浦幌スイミングプール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１３ 議案第４５号 浦幌町立学校給食センター設置及び管理条例の一部改正に 

              ついて 

 日程第１４ 議案第４６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１５ 議案第４７号 浦幌町養護老人ホーム設置条例の一部改正について 

 日程第１６ 議案第４８号 浦幌町老人福祉施設等費用徴収条例の一部改正について 

 日程第１７ 議案第４９号 浦幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運 

              営に関する条例の一部改正について 

 日程第１８ 議案第５０号 浦幌町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設 

              備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る 

              介護予防のための効果的な支援の方法に関する条例の一部 

              改正について 

 日程第１９ 議案第５１号 浦幌町地域包括支援センター設置条例の一部改正について 

 日程第２０ 議案第５２号 財産の取得について 

              （給食配送車） 
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 日程第２１ 議案第５３号 浦幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更について 

 日程第２２ 議案第５４号 公営住宅買取事業に関する協定の締結について 

 日程第２３ 議案第５５号 平成２７年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第２４ 議案第５６号 平成２７年度浦幌町町有林野特別会計補正予算 

 日程第２５ 議案第５７号 平成２７年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第２６ 議案第５８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２７ 議案第５９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 

 

    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 
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     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27年第２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 議会運営委員長報告をいたします。 

 平成27年第２回浦幌町議会定例会の運営について６月１日午前、議会運営委員会を開催

し、正副議長出席のもと、提出される議案について理事者より説明を受け、日程及び運営

について協議をいたしましたので、報告いたします。 

 本定例会には、諸般の報告、行政報告に続き、報告３件、町政執行方針及び教育行政執

行方針、一般議案12件、補正予算５件、同意案件５件であります。議会提出は、発議、発

委等であります。一般質問につきましては、12日を予定いたしましたので、よろしくお願

いいたします。以上の内容を踏まえ、会期は本日から６月15日までの８日間でお願いいた

します。本日の日程は、諸般の報告、行政報告に続き、報告第２号から４号までの３件、

平成27年度町政執行方針、平成27年度教育行政執行方針、一般議案第43号から54号までの

12件、補正予算につきましては55号から59号までの５件の審議を予定しております。 

 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、議会運営委員会の協議の結果でございます。議員各位のご協賛賜りますようよろ

しくお願い申し上げて、議会運営委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 会議録署名議員の指名 

〇田村議長 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期会議録の署名議員は、会議規則第125条の規定により、７番、杉江博議員、８番、河

内富喜議員を指名いたします。 
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    ◎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６月15日までの８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６月15日までの８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27年６月１日付で町長並びに教育委員会委員長、

農業委員会会長、代表監査委員に出席の要求をいたしております。 

 次に、平成27年５月21日から平成27年６月７日までの議長等の動静及び監査委員から提

出のあった平成27年２月分から平成27年４月分の現金出納検査報告書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。 

 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 行政報告 

〇田村議長 日程第５、行政報告を許します。 

 町長。 

〇水澤町長 行政報告を行います。 

 平成27年５月21日から平成27年６月７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、交付金事業の２条通改良工事ほか７件でありま

す。 

 ３の委託業務入札結果につきましては、交付金事業、北栄３条通調査測量設計委託業務

ほか４件であります。 

 ４について、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 これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第６ 報告第２号 

〇田村議長 日程第６、報告第２号 株式会社ユーエム経営状況等報告についてを議題と

いたします。 
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 提出者からの報告を求めます。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、議案の１ページをごらんください。報告第２号 株式会社ユ

ーエム経営状況等報告について。 

 地方自治法第243条の３第２項の規定により、株式会社ユーエム平成26年度決算及び平成

27年度事業計画を次のとおり報告する。 

 平成27年６月８日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんください。経営状況等報告。平成26年４月１日から平成27年３月31日

まで。１、平成27年３月31日現在の会社の概要について申し上げます。 

 （１）商号、株式会社ユーエム。 

 （２）所在地、浦幌町字万年353番地70。 

 （３）会社設立、昭和63年12月22日。 

 （４）資本金、5,500万円、発行済み株式、1,100株。株主数、１団体、４会社。 

 （５）事業内容、①、浦幌町の委託事業、一般廃棄物処理施設を初め14事業、②、ギョ

ウジャニンニクを原料とした製品の製造販売及び地元生産品の販売、③、町営公衆浴場、

健康湯の指定管理者として管理を行っています。 

 （６）従業員の状況でございますが、男性23名、女性９名、合計32名で、そのほか専務

１名となっております。事業内容並びに従業員の状況の詳細につきましては、３ページの

２、事業の概況に記載のとおりですので、ごらんおき願います。 

 次に、４ページをごらんください。平成27年３月31日現在の貸借対照表の要旨につきま

しては、説明を省略させていただきます。 

 次のページをごらんください。平成26年４月１日から平成27年３月31日までの損益計算

書の要旨について申し上げます。経常損益につきましては、営業損益の部、売上高は１億

7,694万7,773円、売り上げ原価は3,686万5,137円、販売及び一般管理費は１億3,228万

376円、営業利益は780万2,260円、営業外損益、営業外収益は19万2,225円、営業外費用は

10万3,069円、経常利益が789万1,416円になりました。特別損失は264万5,608円、税引き前

当期純利益が524万5,808円、法人税等充当額が135万9,400円、当期純利益が388万6,408円、

前期繰越利益がマイナス3,678万1,346円、当期未処分利益がマイナス3,289万4,938円でご

ざいます。 

 次のページをごらんください。平成27年度事業計画について申し上げます。１、委託事

業につきましては、各事業所において自己の責務を全うし、公的事業に携わっている自覚

を常に持ち続けるよう日常から啓蒙してまいります。 

 ２、販売事業については、平成26年度はふるさと納税及び東急ギフトによって増収と販

路拡大がなされました。特にふるさと納税は前年度の３倍の扱いとなりましたが、十勝を

含め今や全道で取り扱いを始めたこともありまして、これからは文字どおり激戦となるこ

とは必至でございます。これまでと同じく迅速な対応と丁寧な取り扱いを通じてお客様か
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らの信頼を得ていくことがリピートにつながることを共通認識として取り扱ってまいりま

す。具体的には、記載しております４点を柱に事業を展開してまいります。 

 ３、健康湯事業につきましては、よりお客様に満足していただけるよう事業運営を展開

してまいります。 

 次のページをごらんください。平成27年度事業総括収支計画について申し上げます。事

業収入の販売事業が3,700万円、受託事業及び指定管理事業が１億3,147万1,016円、事業収

入を合計いたしまして１億6,847万1,016円、事業支出の販売事業の商品及び原料費が

2,010万円、営業経費及び管理費が740万円、計2,750万円、受託事業及び指定管理事業の各

事業所支出経費が１億2,427万1,016円、一般管理経費が720万円、計１億3,147万1,016円、

事業支出を合計いたしまして１億5,897万1,016円、粗利益は950万円でございます。 

 次のページの平成27年５月20日現在の株式会社ユーエム役員名簿につきましては、ごら

んおき願います。 

 以上で株式会社ユーエム経営状況等報告とさせていただきます。 

〇田村議長 報告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。 

 これで報告第２号を終わります。 

 

    ◎日程第７ 報告第３号 

〇田村議長 日程第７、報告第３号 平成26年度浦幌町一般会計繰越明許費繰越計算につ

いてを議題といたします。 

 提出者からの報告を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書の９ページをごらん願います。報告第３号 平成26年度浦幌町一

般会計繰越明許費繰越計算について。 

 地方自治法施行令第146条第２項の規定により、平成26年度浦幌町一般会計の繰越明許費

繰越計算について、次のとおり報告する。 

 平成27年６月８日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。平成26年度浦幌町一般会計繰越明許費繰越計算書。２款

総務費、１項総務管理費、事業名、地域消費喚起・生活支援型交付金事業、金額1,876万

8,000円、翌年度への繰越額1,876万8,000円、財源内訳につきましては右の欄に記載のとお

りでございます。 

 ２款総務費、１項総務管理費、事業名、地方創生先行型交付金事業、金額5,087万4,000円、

翌年度繰越額5,087万4,000円、財源内訳につきましては右の欄に記載のとおりでございま

す。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、事業名、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業、
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金額２億1,026万円、翌年度繰越額２億1,026万円、財源内訳につきましては右の欄に記載

のとおりでございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、事業名、合流地区担い手支援型畑地帯総合整備事業、

金額1,959万5,000円、翌年度繰越額413万5,000円、財源内訳につきましては右の欄に記載

のとおりでございます。 

 ９款消防費、１項消防費、事業名、消防救急無線デジタル化整備事業、金額9,122万

6,000円、翌年度繰越額9,122万6,000円、財源内訳については右の欄に記載のとおりでござ

います。 

 ９款消防費、１項消防費、事業名、高機能指令センター整備事業、金額3,145万1,000円、

翌年度繰越額3,116万6,000円、財源内訳につきましては右の欄に記載のとおりでございま

す。 

 計でございますが、金額４億2,217万4,000円、翌年度繰越額４億642万9,000円、財源内

訳につきましては右の欄に記載のとおりでございます。 

 本件６件の事業につきましては、平成27年第１回町議会定例会におきまして繰越明許費

の補正の議決をいただいた内容でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 報告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。 

 これで報告第３号を終わります。 

 

    ◎日程第８ 報告第４号 

〇田村議長 日程第８、報告第４号 専決処分の報告についてを議題といたします。 

 報告を求めます。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 報告第４号 専決処分の報告について。 

 損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第１項の規定により、次のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

平成27年６月８日提出、浦幌町長。 

 記、１、損害賠償の額、４万2,291円。 

 ２、損害賠償の相手方、記載のとおりでございます。 

 ３、事故の発生年月日、平成27年４月29日。 

 ４、事故の発生場所、十勝郡浦幌町字北町６番地46。 

 ５、事故の概要、下水道公共汚水枡内保温筒の隆起により、浮き上がっていたふたに気

づかず、公共汚水枡上を走行した際、ふたが立ち上がり車両右前輪付近を破損させた事故

の内容であります。 
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 なお、損害賠償につきましては、付近の道路の状況、当日の天候等、全国の過去の事故

事例から道路管理者の過失割合と運転者の過失割合について、10対ゼロの割合で相手方と

の示談が成立し、当該車両にかかわる修理費４万2,291円全額について全国町村会総合賠償

補償保険で対応するものでございます。 

 なお、専決処分の日は平成27年５月26日であります。 

 このたびの事故につきましては、幸い運転者にけがはなく、車両破損のみで大事に至る

ことはありませんでしたが、看過することなく今後町道の維持管理の徹底に努めてまいり

たいと思っております。 

 以上、専決処分の報告といたします。 

〇田村議長 報告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。 

 これで報告第４号を終わります。 

 

    ◎日程第９ 平成２７年度町政執行方針 

〇田村議長 日程第９、平成27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27年第２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。 

 私は、この度の統一地方選挙の町長選挙におきまして、３期目の町政運営を担当させて

いただくことになりました。皆様の温かいご支援、ご厚情に深く感謝申し上げますととも

に、改めて責任の重さをかみしめ、これまで同様、町民の皆様の声に真摯に耳を傾け、町

民の皆様の目線に立つことを基本に、浦幌町に住んでいてよかった、幸福だと思えるまち

づくりを目指して、町政執行にあたる考えであります。 

 また、同じく町議会議員選挙で町民の皆様の負託を受け、議会議員となられました皆様

におかれましては、まちづくりに関わり浦幌町の限りない発展のため、どうか一層のご指

導、ご意見を賜りますようお願い申し上げる次第であります。 

 平成27年度は、「浦幌町第３期まちづくり計画」の前期実施計画の最終年度となることか

ら、新たな課題に対応した基本計画の見直しや後期実施計画を策定する大事な年となりま

す。 

 町長としての使命の大きさと責任の重さを改めて認識するとともにさらに身を引き締

め、町民の皆様と行政が情報を共有しながら協働のまちづくりに全力で取り組んでまいり

ます。 

 また、第３期まちづくり計画のメインテーマである「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、

夢と希望の持てるまちづくりを構築してまいります。 
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 日本経済の動向を見ますと、政府のアベノミクスの効果により、全国的には有効求人倍

率が高水準となり、大企業の経常利益は過去最高水準となるなど、大都市圏を中心に経済

の好循環は着実に進んでいます。 

 一方、地方では円安や消費増税などが影響し、未だ景気回復の状況にはなく、大都市圏

と地方の経済回復に大きな格差が生じています。 

 このため、国においては「地方創生」をスローガンに地方の活性化と人口減少問題に取

り組むための「まち・ひと・しごと創生法」が施行され、日本の50年後の人口を１億人程

度確保する「長期ビジョン」と「総合戦略」が示されるとともに「地方への好景気循環拡

大に向けた緊急経済対策」として、地域消費喚起・生活支援型と「まち・ひと・しごと創

生法」に基づく地方創生先行型に重点を置いた、平成26年度補正予算が成立されたところ

であります。この地方創生先行型は平成28年度に創設される地方公共団体向け新型交付税

の先行実施分であり、今後新型交付金の創設に伴い地方交付税が圧縮される懸念がある中、

地域づくりは国の押し付けではなく、地方自らが多様な地域社会を形成するとの考え方の

もと、地方版総合戦略の策定が求められているところであります。 

 自主財源に多くを望めない環境の中、地方交付税における地方自治体への配分額は３年

連続の減額となり、リーマンショック後の景気悪化を踏まえて加算する措置として設けら

れた別枠加算も減額されています。今年度、策定・推進する「地方版総合戦略」を踏まえ

て、平成28年度以降の財政措置がされることから、財政健全化を伴った本町の行政基盤を

より強固にするため、地方間の競争に遅れることのないよう取り組むとともに、本町にお

きましても、「浦幌町人口ビジョン」及び「浦幌町総合戦略」を年内に策定するとともに、

最上位計画である「浦幌町第３期まちづくり計画」に基づき人口減少対策として重点プロ

ジェクトの「子どもを産み育てる環境の整備充実」「雇用機会の新規創出」「居住環境の整

備充実」を継続して進めてまいります。 

 本年度の町政執行にあたっては、第１回町議会定例会において継続事業を中心とした骨

格予算でスタートしておりますが、本定例会に政策予算を編成し、補正予算として別案件

で上程しておりますので、議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。当初予

算を含めまして主要な政策について申し上げたいと思います。 

 １の産業の振興につきましては、本年１月の日豪ＥＰＡ発効を初めとして農業のグロー

バル化が一層進行しており、一昨年から継続しているＴＰＰ交渉も今年に入って一段と加

速化の様相を示しており、交渉経過の情報開示がされない中、農業をはじめとする第一次

産業への影響は計り知れないものがあると懸念しているところであります。 

 農業のグローバル化は今後避けられないものと感じていますが、急激な環境の変化は生

産者の経済対応にも限界があります。特に地域の疲弊を招くＴＰＰについては、一昨年の

衆・参両議院農林水産委員会での決議遵守を政府に強く求めるものであり、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まいります。 

 昨年、農産物については、小麦が不良だったものの天候がおおむね順調に推移したため、
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他の作物は全般的に良好な作柄となり、畜産物については、乳価のアップや肉用牛価格の

高値に支えられるなど、平成26年度の本町における農業生産額は、２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は、依然として高騰が続き

経営を圧迫していることから、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、各種支援事業を実施するとともに、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まいります。 

 また、本町における食育推進のため、食育セミナーを開催するとともに食育推進計画の

策定に向け、関係部署による庁内組織を立ち上げ検討してまいります。 

 農地基盤の根幹をなす生産基盤の整備につきましては、引き続き浦幌地区及び合流地区

道営畑地帯総合整備事業、浦幌地区農業基盤整備促進事業を推進し、近年の長雨傾向に対

処するため町単独事業の明渠、暗渠排水事業等による圃場整備を継続して進めるとともに、

圃場の透排水性の改善を図るため補完的な整備として、新たに「心土破砕事業」を実施し

てまいります。 

 これらの取組が一助となって、昨年以上の豊穣の出来秋が迎えられますことを念願して

止まないところであります。 

 畜産につきましては、高齢化や後継者不足による生乳生産基盤の弱体化から、ここ数年

生乳生産量の減少が続いておりますが、搾乳農家の皆さんの努力もあって、その減少率は

鈍化している状況であります。個体販売においては前年を上回る高値取引が続き好調な状

況ではありますが、生産コストの高騰など依然として厳しい酪農・畜産経営が続いていま

す。 

 本年度においては、引き続き「良質粗飼料増産対策事業」による良質な自給飼料の確保

「肉用牛生産基盤強化対策事業」による肉用牛の資質向上を促進するとともに、優良な後

継牛の確保並びに乳量増産及び搾乳牛群の産乳力を向上させるため、高能力乳用初妊牛等

の導入に対する支援として、新たに「生乳生産基盤強化対策事業」を実施し、酪農経営の

安定と生乳生産基盤の強化を図ってまいります。 

 また、東アジア地域では、近年、口蹄疫をはじめとする家畜伝染病が続発していること

から、家畜伝染病自衛防疫推進事業に対しましても、継続的な支援を実施してまいります。 

 模範牧場においては、平成24年度から計画的に進めてきた畜舎等の施設整備が昨年度で

完了したことから、引き続き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、近年の木材市況が堅調に推移していることから人工林の主伐によ

る素材生産や製材工場の受注量も順調な動きとなっております。 

 これからは、より適切な森林の管理と安定した木材の供給が重要となってくることから、

本町のみならず十勝地域が一体となって、より高度な森林管理を推進することが求められ

ていますが、昨年度より森林認証の取得について検討を重ねた結果、本年５月に管内関係
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市町村、森林組合等で「とかち森林認証協議会」を設立し、本年度内の森林認証の取得を

目指しているところであり、さらに道内においては、大規模な木質バイオマス発電所が順

次稼働され、木材需要に新たな動きが見え始め、今後の動向を的確に把握することが重要

と考えているところです。 

 また、森林所有者に対しましては、植栽、下草刈及び除間伐に対する町費補助事業を引

き続き実施し、健全な森林の育成のために関係機関と連携し、適切な森林施業の推進に努

めてまいります。 

 漁業につきましては、本町の太宗漁業である秋さけ定置網漁は、漁獲量が回復傾向にあ

り、また、魚価の高値維持により、経営面では順調でありますが、ししゃも漁は、悪天候

により出漁日数が少なかったことから、２年連続で不漁となり、その他の魚種も含め総体

的な水揚げ高の低迷及び燃油高騰により、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、昨年設立した大津漁業協同組合、豊頃町、浦幌町を構成員とする「大津漁

業協同組合地域水産業再生委員会」が作成し、国から承認を受けた「浜の活力再生プラン」

により、活力ある水産業の確立に向けて、漁業基盤の整備・充実や種苗中間育成・放流に

よる「つくり・育てる漁業」を推進するために、引き続き実施する「さけ増殖事業」や「マ

ツカワ・クロソイ等の中間育成事業」に対する支援に加え、新たに水産物の単価向上対策

として「秋さけ流通対策事業」並びに安全操業に資する「漁船機器導入等に対する助成事

業」を実施するとともに、漁場の環境保全のため、様々な悪影響を及ぼしているヒトデの

駆除対策事業を引き続き実施してまいります。 

 また、厚内漁港の整備につきましては、事業主体である北海道と連携を図りながら、東

防波堤補修工事をはじめ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。 

 商工業の振興施策につきましては、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、一昨年と比べ件数、融資額ともに減少しており、地域における景気回復が実感で

きない中、依然として中小企業を取り巻く情勢は非常に厳しいことから、引き続き国等の

施策も活用しながら、地域経済の活性化に向けて商工会との連携強化を図り支援してまい

ります。 

 また、商工会が実施するプレミアム付商品券発行事業に対しては、国及び北海道の事業

を活用し、町としてその支援策を講じてまいります。 

 観光の振興につきましては、本年３月に道東自動車道の釧路管内白糠インターチェンジ

までの区間が開通し、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

交流人口の増加が顕著となり、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、交流人口の増大に向けた取組を行ってまいります。 

 さらに、白糠インターチェンジまでの延伸に加え、本年度中には阿寒インターチェンジ
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までの区間の開通が予定されており、今後、国道38号線の交通量の減少が懸念されること

から、道の駅うらほろの利用者数など動向を注視しつつ、同施設の魅力アップを図る施策

を検討してまいります。 

 また、「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

してまいります。 

 ２の雇用対策についてでありますが、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３月末の月間有効求人倍率が「0.81倍」と前年同月を下回り依然として厳しい

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

ことから町外企業進出の積極的な情報収集、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の促進への支援及び町内の事業所で就業する従業員等への福利厚

生の充実を促進すべく引き続き支援を図ってまいります。 

 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、

大型自動車運転免許をはじめ各種運転技能資格等の取得助成など通年雇用化へと導くため

の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・医療対策についてでありますが、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」を基に各種障害福祉サービスを提供しておりますが、本町

では「第２期浦幌町地域福祉計画」並びに本年３月に策定しました「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、新たに「浦幌町地域自立支援協議会」

を立ち上げ、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とともに、各種福祉施策を含め国及

び北海道の動向を注視し、適時適切に対応してまいります。 

 児童福祉につきましては、平成24年８月に成立した子ども・子育て支援法に基づき、国

が示す基本指針に即して平成27年度からの５年間を１期とする浦幌町子ども・子育て支援

事業計画を本年３月に策定し、就業前子どもの教育・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

さんに対して、相談支援事業所と連携を図り、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、既に設置しています「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密接な連携を図りながら、児童虐待のみならず各種児童相

談に適切に対応してまいります。 
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 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」の初年度として計

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。 

 第６期計画においては、サービス利用者の増加傾向が予測されることから、より一層の

介護予防に努めるとともに、医療と在宅福祉の連携の体制整備に向け、関係機関と協議検

討を行い、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、民生委員協議会等関係機関との連携、協力のもと、高齢者ができる限

り住み慣れた地域で自立した生活を送ることができる環境づくりに努めてまいります。 

 また、高齢者や障がい者を地域と町行政が協働して支え合う「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、社会的に孤立しやすい高齢者や障がい者の見守り

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

担額を増額し、新たに出産後の産婦健診の助成、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、子育てに必要

な情報提供及び母子の健康を支えるための妊婦訪問支援や新生児・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、各がん検診に

つきましては、健診委託機関や日数を増やし、より受け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。 

 町立診療所につきましては、先の第１回町議会臨時会におきまして行政報告をさせてい

ただきましたが、多田医院が３月末日をもって閉院されましたので、本町における唯一の

医療機関となりました。 

 現在、診療所を利用されます患者様は、一日100人前後の方がご来院され、従来の利用か

ら20％増となっています。 

 このため来院される患者様におかれましては、受付時間の後半以降の方は待ち時間が多

少長くなる状況が生じており、受付でのインフォメーション等では患者様にはストレスや

負担感を持たせないよう、適切な対応に努めてまいります。 

 診療体制は昨年度から、前所長の菅原先生に毎週水曜日一日の診療をお手伝いしていた

だいており、加えて本年度からは元の医療法人多田医院の小野寺悠太先生が、少しでも浦

幌町のために恩返しをしたいとの思いと、医療機関が一箇所になることから受診者が増え

るため、榊原所長の負担軽減のための申し出があり、月に一度、月曜日・火曜日及び夜間

診療をお手伝いしていただく体制で診療することになりました。 

 このため榊原所長の外来診療業務の軽減はもとより、在宅医療、各種検診、入院患者の

対応や簡易な手術、書類作成等が計画的に対応できるなど、町立診療所独自の診療体制が
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構築されることになります。菅原先生、小野寺先生のご協力に対しまして、心から感謝を

申し上げる次第であります。 

 また、老朽化した医療機器等の更新整備は平成24年度から計画的に進めてきております

が、本年度においても超音波画像診断装置等を更新し、医療機器の充実を図ってまいりま

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

していただ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および、

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。 

 近年、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

医療情報の電子的な分析が可能になってきました。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に、昨

年度、データヘルス計画を策定しました。 

 本年度からは、この計画に基づき「第２期特定健康診査実施計画」との整合を図りなが

ら特定健診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し、医療費の抑

制にもつながる効果的な保健指導を行い、医療費適正化の取組と併せて持続的かつ安定的

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。 

 ４の教育・文化及びスポーツの振興につきましてですが、町民一人ひとりの学びを実現

するため「総合教育会議」で本町の教育振興に関する施策の大綱を策定し、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、４月から本

格導入した「小中一貫コミュニティ・スクール」を推進し、「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、「子どもを産み育てる環境の整備充実」のため、保護者の経済的負担を軽減する目

的で、学校給食費の無償化を実施してまいります。 

 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

ビス向上に努め、さらには効果的・効率的な運営を行い、世代間交流の場となる施設の構

築を図ってまいります。 

 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。 
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 ５の環境対策についてでありますが、町内の住宅、事業所、店舗並びに農林漁業施設等

を対象とした再生可能エネルギーの導入に対し補助金を交付している「太陽光発電システ

ム導入補助事業」並びに「木質ペレットストーブ導入支援補助事業」につきましては、引

き続き実施し一層の普及促進を図ってまいります。 

 「太陽への手紙事業」で町内各小学校の児童から「ごみ捨て」への意見をいただいてい

ます。環境を守る町民意識を高めるために、小学生と協働して環境美化や不法投棄防止な

ど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。 

 ６の快適な生活ができるまちづくりについてでありますが、本町の望ましい公共交通体

系について検討するため、平成25年度から２年間「浦幌町生活交通ネットワーク計画協議

会」において公共交通体系の現状分析、利用実態やニーズ調査、コミュニティバスの実証

試験運行を行ってまいりましたが、今後は、患者輸送路線バスと留真温泉無料バスの一部

とを再編・統合し、市街地内を週２回程度運行する新たなコミュニティバスの導入を進め

てまいります。 

 導入に当たっては、本年度、詳細な運行計画の策定と運行車両の購入について検討し、

平成28年度中に新たなコミュニティバスの運行を開始するとともに、本町の実態に即した

長期的で持続可能な交通システムの構築を目指してまいります。 

 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、

舗装工事２路線を実施してまいります。 

 継続事業としては、３路線の改良舗装工事と１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、４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「橋梁補修詳細調査設計」を行い、老朽化の

状態や優先度の高い橋梁から年次計画により修繕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、老朽化の著しい公営住

宅について、本年度も継続して公営住宅買取事業による１棟６戸の整備を行うとともに、

地盤沈下などによる損傷の激しい公営住宅前の通路などの改修と美園団地の水洗化を実施

してまいります。 

 さらに、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費用の一部補

助を合わせて行ってまいります。 

 また「公営住宅等長寿命化計画」は、平成22年度策定から５年目となり計画の見直しを

行います。 
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 公共下水道につきましては、浦幌終末処理場の供用を開始して25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、流入ゲート設備など標準的耐用年数が経過して

いる機器等、老朽化により機能維持が困難な設備の更新工事を実施するとともに、終末処

理場設備等の更新に伴う実施設計を「浦幌町公共下水道長寿命化計画」に基づき行ってま

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

222基が使用され、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

います。 

 簡易水道につきましては、給水区域の拡張整備として、下浦幌地区の年度内供用開始に

向けた量水器設置工事を引き続き実施するとともに、市街地区の配水管老朽化に伴う帯富

橋橋梁添架管更新工事設計委託、及び浦幌浄水場の浄水設備等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22年が経

過し、進捗率は46.9％となっています。 

 本年度は、事業継続地区として、時和及び帯富の一部地区9.51平方キロメートルについ

て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169名で、

前年と比較し15名減少しました。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とりなが

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。 

 社会の進展とともに巧妙化する犯罪が多発する時代にあって、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、これからも安心して暮らせるように消費者を守るための

取組を浦幌消費者協会、北海道警察等と連携を図りながら進めてまいります。 

 ７の防犯・消防・救急体制の充実についてでありますが、未曽有の被害をもたらした東

日本大震災から４年の月日が経過しましたが、今日、全国各地で地震のみならず異常気象

等がもたらす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、改めて意を強くし、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、地域防災計画に基づき対応してまいります。 

 災害時において重要である避難路の橋梁の補修補強工事を整備計画にもとづき実施して

まいります。 
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 地区住民との対話を進める中で自主防災組織の構築をお願いするなど、災害に対する住

民の皆さんの意識の高揚を促すとともに、自主防災、さらには避難訓練等の必要性につい

て普及を図り、安全に安心して暮らせるまちづくりを地域と一体となって推進してまいり

たいと考えています。 

 避難路において一部、国道、道道を指定利用するとしていることから道路管理者である

国、北海道へ避難路確保についての対策に係り、それぞれ強く要請してまいります。 

 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ところであります。 

 本年度は、本署に消防広報車の配備を進め、また、平成25年度から着手しております消

防広域化に係る消防救急デジタル無線の共同整備につきましては、高機能指令センターの

機器整備とともに平成27年度中に全て完了させる予定であります。 

 消防団の活性化につきましては、消防団員としての資質向上と士気高揚を図るとともに、

町内各分団において消防演習を行い、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、昨年度からは心肺機能停止前の静

脈路確保と輸液の実態や血糖値の測定、ブドウ糖溶液の投与などの特定行為が認められた

ところであります。 

 つきましては、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。 

 ８の定住・移住・交流人口の拡大対策についてでありますが、本年も「うらほろ子ども

食のプロジェクト」が中心となり道内外から多くの学生を町内に受け入れ、本町の恵まれ

た自然環境の中で農林漁家での民泊体験を行う予定となっており、こうした交流人口拡大

の取組との連携を引き続き図ってまいります。 

 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」につきまして支援をしてまいります。 

 地域おこし協力隊は、本年４月から酪農支援の１名が加わり、現在４名の隊員を委嘱し

ておりますが、今後も地域活性化に向けた活動の充実を図ってまいります。 

 地方創生先行型交付金を活用した事業では、本町の魅力的な地域資源を活用し、起業・

創業等を考える人材への各種支援を行う起業・創業ラボに関する実証事業を行う他「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行うとともに、

結婚を望む町民の方々に出会いと交流の場を設けるため婚活支援事業を実施いたします。 

 昨年、友好の町絆協定を結びました岩手県洋野町との交流につきましては、引き続きパ

ークゴルフ交流及び物産交流を中心に進めてまいりますが、町内の各種団体が洋野町と実

施する交流事業について、今年度から新たに交通費等の補助を行ってまいります。 
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 ９の公平公正な債権確保に努め、健全で安定した財政運営の推進についてでありますが、

町では、財政の健全化と町民負担の公平性を確保し、町が保有する全ての債権の適正な管

理及び未収金の縮減を図るため、浦幌町債権管理条例を制定し、本年４月１日から施行し

ました。 

 この条例は、理由もなく町に金銭を納めない方への対処方法について、事務処理に必要

な事項を定め、町の債権管理の適正化を図ることにより、町民の皆様の公平な負担を確保

するために制定しました。 

 これからも納税者の皆様のご協力の元、町が保有する債権の適正な管理に努めてまいり

ます。 

 10の協働のまちづくりについてでありますが、これまで地方分権改革については、第１

次から第４次までの地方分権一括法によりまして、義務付け、枠付けの見直し並びに国か

ら地方及び都道府県から市町村への権限委譲が行われ、各市町村は自らの判断と責任によ

り自主的・主体的なまちづくりを進めていくことが求められています。 

 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

を進めています。 

 町民参加の手段としては、「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り、町民満足度の高いまちづくりを進めるための「町民アンケー

ト」及び職員が各地域に出向く「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、地域の身近な課題をより柔軟に対応し

てまいります。 

 また、広報誌による啓蒙活動や講演会の開催により男女共同参画社会の実現に向けた町

民意識の醸成を図ってまいります。 

 平成23年度から小学校６年生を対象に実施している「太陽への手紙事業」については、

子供達から貴重な意見をいただいているところですが、町民参加のまちづくりを進める中、

今後も子供達の率直な提案や意見をいただく場として実施してまいります。 

 地域コミュニティの推進につきましては、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、公用車を行政区や町民団体等が行う公益的な活動の実

施に際する「公用車の無償貸出し」制度を続けてまいります。 

 11の第３期まちづくり計画重点プロジェクトについてでありますが、本町における定住

促進と人口減少の歯止め対策として、横断的な対策を強力に進めるため、今後とも３つの

重点プロジェクトを強力に実施してまいります。 

 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、新たな事業として小中

学校、幼稚園及び上浦幌ひまわり保育園の給食費無料化を行い、しらかば保育園は、給食

費相当額を各階層区分の保育料から減額し保育料金の引き下げを行います。また、２歳児

未満の紙おむつ購入費の助成を行い、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子育て
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ができるよう支援してまいります。 

 特別保育事業として「しらかば保育園」において実施しております一時保育について、

満６ヶ月児から就学前児童の受け入れを継続実施する他、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ってまいります。 

 放課後児童健全育成事業として開設している学童保育所の対象児童を小学６年生まで拡

大するとともに、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、引き続き浦

幌町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」を実施してまいりま

す。 

 この他、出産祝金の贈呈、中学生までの医療費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、新たな雇用の創出や地域産業の活性化を促

進するための「浦幌町地域産業活性化補助金」及び新規就農者に対する誘致支援のための

「新規就農者営農促進補助金」並びに中小企業等の育成及び雇用の促進を図るための「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、年次計画による良質な公営住宅の整備

をはじめ、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。 

 また、定住促進対策として地域商業活性化の一助となるよう、新たに町民となる方に対

して、ハマナス商店会が発行するハマナス商品券の交付を引き続き実施してまいります。 

 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、町民の皆様との

積極的な対話を最も基本的な姿勢であることを不変とし、今年を地方創生へのチャレンジ

の元年と位置づけ、職員との共通認識のもと行政改革に取り組み、財政健全化に努めなが

ら、この浦幌に住む人、住んでみたい人が「笑顔あふれ」「住みやすい」「住んで良かった」

となるよう一人ひとりの創造する力、行動する力をもって町民とともに歩む「協働のまち

づくり」を進め「幸福度の高いまち」にしたいと考えており、あらゆる機会を通じて町民

の皆様に情報をお伝えした中で情報を共有し、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。 

 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。 
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 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時１１分  休憩 

午前１１時２９分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 

    ◎日程第１０ 平成２７年度教育行政執行方針 

〇田村議長 日程第10、平成27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27年第２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。 

 教育委員会制度の改正に伴い、教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地

方教育行政における責任の明確化、総合教育会議の設置など、教育行政は大きな転換期を

迎えています。 

 総合教育会議では、浦幌町教育振興基本計画を基調としながら、本町の教育の振興に関

する施策の大綱を策定し、学校教育と社会教育が一体となった教育施策を進めてまいりま

す。 

 また、小中一貫教育は、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年間を見通した連続性と一貫性のある指導を行うとともに、小中一貫教

育を推進するための基礎として、全ての小中学校において、コミュニティ・スクールを本

格的に実施し、地域総ぐるみの教育を展開してまいります。 

 学校教育についてでありますが、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については、小中一貫コミュニティ・スクールについては、新たに

平成27年度から第２次３カ年計画に基づき、各学校に学校運営協議会を設置し、浦幌学園、

上浦幌学園それぞれにおいて「小中一貫ＣＳ委員会」等を運営してまいります。 

 今年度、文部科学省の「コミュニティ・スクール導入等促進事業」の指定を受け、学校

支援活動等の総合的な企画・調整、学校関係者評価の基本方針の検討など、学校運営に関

する全体的な協議を行い、事業を推進してまいります。学校運営協議会の機能と、学校支

援や学校関係者評価を一体的に推進することで、学校運営の改善を果たすＰＤＣＡサイク

ルの確立を目指します。 

 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
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団体の協力のもとに取り組んでまいります。 

 確かな学力については、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実施してまいります。 

 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）」運動を継続して生活リズムを改善すると

ともに、「朝読、家読」運動、「うらほろリレー家読」運動などに取り組み、「教育の日の実

践交流会」などの取組の成果を交流してまいります。 

 教育機器の活用については、中学校に引き続き、各小学校の教育用コンピュータの更新

及び実物投影機の導入を図り、児童生徒が意欲的に学習に取り組む授業の推進を目指して

まいります。 

 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・強化に努めてまいります。 

 豊かな心、道徳教育については、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ってまいり

ます。 

 このため、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てまいりま

す。 

 ６年目を迎えた小学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んでまいります。 

 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

む教育を進めてまいります。 

 生徒指導については、小中一貫教育推進の観点に立ち、昨年11月に設定した「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・早期解消等に努めてまいります。 

 健やかな体については、全国体力・運動能力調査等を活用した実効性ある取組を進める

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てまいり

ます。 

 平成24年度から町内全小学校で導入しているフッ化物洗口についても、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、取組を進めてまいります。 

 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、就学時からの状況

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
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た迅速・適切な対応に努めてまいります。 

 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

産食材を活用した「浦幌みのり給食」を継続して実施してまいります。また、７月から学

校給食の無料化を実施してまいります。 

 ５番の資質の向上と組織の活性化につきましては、教職員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

づくりを進めてまいります。 

 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

続き実施してまいります。 

 このほか、学校評価及び学校職員評価制度による自己評価を行うとともに、学校関係者

評価を行ってまいります。 

 ６番の教育環境の整備については、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います。 

 Ⅱの社会教育についてでありますが、次に社会教育については、今年度が第７期浦幌町

社会教育中期計画の最終年度となることから、各種事業評価等をもとに第８期浦幌町社会

教育中期計画を策定してまいります。 

 生涯学習の推進についてですが、学校支援地域本部事業については、小中一貫コミュニ

ティ・スクールの支援ボランティアとして、社会教育委員が中心とした学校支援実行委員

会を組織し、事業を展開してまいります。 

 公民館は高齢者等の公共施設利用料金免除制度により、一層利用・交流しやすい学びの

場となるよう公民館まつりや文化週間、文化祭、公民館講座等を充実するとともに、計画

的な公民館の環境整備に努めてまいります。 

 公民館講座では、道内外の各大学やＮＰＯ等と連携して、地域の魅力発見や生涯学習公

開講座「うらほろスタイル・ゼミナール」を開催してまいります。 

 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家庭教育講

演会を開催するとともに、引き続き家庭教育に関する情報の提供や奨励について支援して

まいります。 

 少年教育については、今年度初めて岩手県洋野町との交流事業を実施し、社会性やリー

ダーとしての資質向上を図ってまいります。 

 通楽（学）合宿は、学校・家庭・大学や地域と連携を図りながら、豊かな心を育むとと

もに、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」の土曜日

実施についても検討してまいります。 

 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、心身の健康づ

くりや自ら進んで行う活動を支援してまいります。 

 図書館事業については、蔵書数を充実するとともに「浦幌町教育の日」との連携及び「浦



- 24 - 
 

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てまいります。 

 ブックリストの作成、ブックトークによる本の見どころ紹介、リレー家読の促進に努め

るとともに、図書館たなばたまつりや図書館まつりなどの催しを実施して利用者の拡充を

図るほか、各公民館と連携して巡回移動展示を実施し、図書館の利用促進や利便性の向上

に取り組んでまいります。 

 また、ブックスタート事業とマタニティ講座の継続実施や図書館ボランティアサークル

の支援・育成を目的とした講習会を実施してまいります。 

 博物館事業については、専任の学芸員を配置し、公民館講座と共催して大学や関係機関

と連携するとともに、博物館ボランティアのご協力をいただきながら取り組んでまいりま

す。 

 収蔵資料の活用については、国内唯一のＫ―Ｔ境界層等、町内に点在する考古学、炭鉱・

鉄道遺産、稀少な動植物などを教育素材として活かした移動講座や博物館講座を実施して

まいります。 

 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

会を作ってまいります。 

 また、博物館・図書館ロビーにおいて、町民の皆様に気軽に音楽に親しんでいただける

「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

ってまいります。 

 スポーツの振興、スポーツの振興については、町民の皆さんが自分にあったスポーツ活

動を気軽にできるよう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」を開催してまいります。 

 また、子どもから高齢者までを対象とした総合型地域スポーツクラブの設立については、

「らぽろスポーツクラブ設立準備委員会」のさらなる充実を図ってまいります。 

 スポーツセンターや浦幌パークゴルフ場の運営については、指定管理者のノウハウを生

かし、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うとともに、

平成27年度で指定管理期間が終了する総合スポーツセンター及び周辺施設の指定管理者の

更新事務を行ってまいります。 

 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てまいります。 

 体育施設の整備につきましては、浦幌パークゴルフ場改修工事、上浦幌パークゴルフ場

ハウス設置、アイスアリーナ製氷装置の取替工事等を行い、利用者への安全確保と要望に

応え、生涯スポーツの振興に努めてまいります。 

 以上、平成27年度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。 

 以上です。 
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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４６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１１ 議案第４３号 

〇田村議長 日程第11、議案第43号 浦幌町ふるさとづくり寄附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12ページをごらん願います。議案第43号 浦幌町ふ

るさとづくり寄附条例の一部改正について。 

 浦幌町ふるさとづくり寄附条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成27年６月８日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町ふるさとづくり寄附条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町ふるさとづくり寄附条例（平成20年浦幌町条例第25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１ページをごらん願います。浦幌町ふるさとづくり寄附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が、浦幌町ふるさとづくり寄附条例に基づく寄附者は、み

ずからの寄附金を財源として実施する事業を条例に定める事業の中から指定することがで

きることになっており、現在指定できる事業区分は３区分となっております。 

 説明資料の下のほうの米印に記載のとおり、「留真の里」環境保全、景観維持及び再生に

関する事業、子供たちが健やかに育つ環境づくり事業、大いなる田舎（うらほろ）まちづ

くり事業となっていますが、寄附者から指定のない寄附金は町長が３区分の事業の中から

指定することになっており、条例で定める事業以外の事業には寄附金を充当することがで

きません。このため、本町が抱える政策課題の解決に向けて寄附金を財源として事業を柔

軟に展開できるよう関連規定の一部を改正するものでございます。 
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 ２、改正の内容でございますが、２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。第２条の事業の区分につきまして、改正前は第１号から第３号までの３区分と

なっていますが、新たに第４号として前各号に掲げるもののほか、町長が目的達成のため

に資すると認める事業を追加す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27年７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１２ 議案第４４号 

〇田村議長 日程第12、議案第44号 浦幌スイミングプールの設置及び管理等に関する条

例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 議案14ページをごらん願います。議案第44号 浦幌スイミングプールの

設置及び管理等に関する条例の一部改正について。 

 浦幌スイミングプール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27年６月８日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんください。浦幌スイミングプールの設置及び管理等に関する条例の

一部を改正する条例。 

 浦幌スイミングプールの設置及び管理等に関する条例（平成19年浦幌町条例第19号）の

一部を次のように改正する。 

 別表中、高校生300円、1,500円、3,000円、4,500円、一般500円、2,500円、5,000円、7,500円

を高校生200円、1,000円、2,000円、3,000円、一般200円、1,000円、2,000円、3,000円に

改める。 
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 附則、この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

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

議案説明資料３ページをごらん願います。浦幌スイミングプールの設置及び管理等に関す

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。浦幌スイミングプールは、平成５年の開館以来、町民の

体力向上や心身の健全な発達を図るため、誰もが利用しやすい施設の整備を進めてまいり

ましたが、少子高齢化等の社会情勢の変化による人口減少で利用者が年々減少しておりま

す。この状況を解消するため、高校生及び一般の使用料を減額し、利用者の増加を図り、

健康増進の環境整備を進めるとともに、免除制度によって利用者がふえている高齢者と若

者が交流できる施設を目指していきたいと考えております。なお、今回の改正は指定管理

者の指定期間が今年度で終了するため、次年度以降指定管理者の募集開始時期に合わせ今

回の定例議会に提案し、平成28年４月１日からの実施とするものです。 

 ２の改正の内容でありますが、表の右側の改正前、高校生の１回券300円と一般の１回券

500円を改正後ともに200円に減額し、それに合わせて６枚つづり回数券、１カ月券、シー

ズン券をそれぞれ減額するものです。回数券は１回券の５倍、１カ月券は１回券の10倍、

シーズン券は１回券の15倍の使用料となっております。 

 ３の施行期日につきましては、先ほど説明したとおり平成28年４月１日からとしており

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。 

 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 お伺いします。 

 今回施行期日が28年４月１日からということで、指定管理者の更新時期考慮してという

ことですから、その辺はわかるのですが、随分早い時期に。通常は料金改定は12月ぐらい

が多いかなと思う中で、そのことはいいのですが、この改定の内容を見ますと、高齢者と

若者が交流できる施設を目指してという文章の割には、子どもで一番お金のかかる年代高

校生、大学を除いて高校生が一番お金かかると思うのです。そういう中で、一般において

はほとんど60％減額の状況ですね。ところが、高校生についてはほとんどが60％ちょっと、

65％平均ぐらいの料金になっていて、一般ほど料金の減額がなっていないのです。何か理

由があるのかなと。ほかの施設の利用料金とのバランスもあるのでしょうけれども、せっ

かくここまで考えたのなら同じような減額割合で出してほしかったなという思いあるので

すけれども、何かお考えあったのかどうか伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 ただいまの質問につきまして説明をさせていただきます。 

 使用料につきましては、平成５年の開館時におきましては高校生が200円、一般が300円
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でございまして、平成18年４月１日に改正が行われ、高校生が100円アップの300円、一般

が200円アップの500円になって現在に至っております。今回高校生が100円の減額に対しま

して、一般が300円の減額としたのはなぜかというお尋ねでございますが、もともとは100円

の差でございましたけれども、平成18年のときに300円の差になったということがあります

けれども、同じ体育施設でございますスポーツセンターの１人１回の使用料が高校生と一

般がともに200円となっておりますので、今回合わせるような形で同額にさせていただきま

した。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 多分そういうような関係での料金設定だなというふうには予測はつくのです

が、当初の料金がそうだったからということではなくて、せっかくこれまで下げるのです

から、高校生の負担をもう少し下げてほしかったなと。これについては、これはもうこの

数字で出ましたからいいのですが、全体的な公共料金問題も含めて、高校生負担をもう少

し下げれるような、スイミングプールだけでなくて、そんな配慮もしていただきたいとい

うことを思っております。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 今回は、スポーツセンターとあわせて200円という形にさせていただきた

いと思っておりますので、今後状況を見させていただきたいと思っておりますので、ご理

解のほどよろしくお願いいたします。 

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１３ 議案第４５号 

〇田村議長 日程第13、議案第45号 浦幌町立学校給食センター設置及び管理条例の一部

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。 
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 教育次長。 

〇鈴木教育次長 議案の16ページをお開き願いたいと思います。議案第45号 浦幌町立学

校給食センター設置及び管理条例の一部改正について。 

 浦幌町立学校給食センター設置及び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27年６月８日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町立学校給食センター設置及び管理条例の一部を改

正する条例。 

 浦幌町立学校給食センター設置及び管理条例（昭和41年浦幌町条例第４号）の一部を次

のように改正する。 

 第５条の見出し中「負担及び額」を「額及び負担」に改め、同条第２項を次のように改

める。 

 ２ 前項の給食費の負担は、法の規定によるほか、その他給食を受ける者については、

教育委員会が別に定める。 

 附則、この条例は、平成27年７月１日から施行する。 

 本条例の改正内容については、別冊議案説明資料をもちまして説明をさせていただきま

す。議案説明資料５ページをごらん願います。浦幌町立学校給食センター設置及び管理条

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。学校給食に要する経費は、学校給食法第11条第２項の規

定で、児童または生徒の保護者の負担と規定されておりますが、少子高齢化等の社会情勢

の変化による人口減少が進んでいることから、人口定住対策推進の重点プロジェクトの子

どもを産み育てる環境の整備充実を図るため、保護者の経済的負担軽減を目的として学校

給食費相当分を全額補助及び負担とする給食費の無料化を行うものです。 

 児童及び生徒の給食費は、学校給食法の規定により町が直接負担できませんので、給食

費相当分を保護者に町費で全額補助することとし、学校給食法の規定が該当しないへき地

保育所及び幼稚園に在籍する幼児の給食費は町費で全額負担とする条例改正を次のとおり

行うものです。 

 ２の改正の内容ですが、次のページの新旧対照表をごらん願います。第５条の見出しの

負担及び額を額及び負担と条文の内容、順番に合わせて整理し、同条第２項では改正前、

前項の給食費は法の規定によるほか、給食を受ける保護者の負担としと規定し、児童及び

生徒以外のへき地保育所及び幼稚園に在籍する幼児の給食費も保護者の負担としていたも

のを改正後の前項の給食費の負担は、法の規定によるほか、その他給食を受ける者につい

ては、教育委員会が別に定めるとし、へき地保育所及び幼稚園に在籍する幼児をその他給

食を受ける者と定め、その負担方法については教育委員会規則で別に規定できるようにし

たものです。 

 ３の施行期日につきましては、平成27年４月１日から施行いたします。 
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 なお、条例の一部改正に伴いまして、児童及び生徒の保護者に対する学校給食費補助金

の追加補正と歳入の給食費負担金の幼稚園給食負担金を更正減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。 

 ３番、差間議員。 

〇差間議員 町長の施政方針の中にもあったのですけれども、まことに方針にかなった改

正だと思います。 

 私が質問いたしますのは、過去に給食費の滞納とかそういうものあったので、この問題

とはもちろん別問題になってくると思うのですけれども、この点につきましては今後とも

どういう方針で向かっていくのでしょうか。関連して質問いたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 給食費につきましては、６月分までいただくことになりますので、それ

まで滞納という形で残っている分につきましては、今後も徴収をさせていただくつもりで

ございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 過去の決算書を見ても調定額、収入済額、また収納率を見ましても、収入済

額でも結構大きな金額なのです。やっぱりこの部分まで踏み込んで町が負担していくと決

心したことは、まことに私もこの条例改正には大変賛成をするものなのですけれども、滞

納額の徴収に当たっては債権管理条例に即して、町民ともよく話し合いしながらやってい

ただきたく質問いたしました。よろしくこの点についてどうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 ただいまお話があったとおり、債権管理条例に基づきまして適切に対応

させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

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 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） 
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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１４ 議案第４６号 

〇田村議長 日程第14、議案第46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18ページをごらん願います。議案第46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27年６月８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

によりご説明いたします。説明資料の７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、町立幼稚園、へき地保育所は、現在浦幌町立学校給食

センターより給食の提供を受けているところでありますが、小学校、中学校の児童生徒及

び幼稚園、へき地保育所の園児に係る学校給食費において、平成27年７月１日より町費補

助及び町負担による無料化を実施することから、町立認可保育園の保育料徴収金につきま

しても給食費相当額を各階層区分から減額し、子育て世帯の負担を軽減するため浦幌町立

保育園の設置及び保育の実施に関する条例の別表を改正するものです。 

 ２の改正の内容でございますが、国の保育料徴収基準額に対し、町立認可保育園の給食

賄い材料費１カ月分の割合が約３％となることから、給食費相当額を３％分とし、別表徴

収金基準表の第２階層以上において子ども・子育て支援法第19条第１項第２号該当は月額

100円から900円を、子ども・子育て支援法第19条第１項第３号該当は月額100円から2,200円

を減額するものでございます。 

 次のページに条例の新旧対照表がございますので、ごらん願います。 

 ８ページから９ページ上段までは、子ども・子育て支援法第19条第１項第２号、いわゆ

る３歳以上児の保育料徴収金の新旧対照表でございます。 

 また、９ページ上段以降から10ページまでは、子ども・子育て支援法第19条第１項第３

号、いわゆる３歳未満児の保育料徴収金の新旧対照表でございます。 
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 ３の施行期日でございますが、平成27年７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。 

 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 今認可保育所の関係なのですが、この給食に当たって主食を持参していると

思うのですが、その辺。一応おかずは保育園でつくっているということでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 認可保育所につきましては、３歳未満児につきましては主食、副食

両方とも提供しております。３歳以上児につきましては、副食のみを提供という状態にな

っております。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 認可保育所の場合、父兄といいますか、保護者の方が共稼ぎだとかいろいろ

な条件で認可保育園に入園されているかと思うのです。やはり今もそうかもしれませんけ

れども、保育園でそういう給食設備を持って、そして給食を供給するということでやって

いるかと思うのですが、やはりそういう共稼ぎだとかいろいろ保護者の方が朝も忙しいと

きに、主食といっても弁当を詰めるとかおにぎりつくるとか、いろいろ大変な面もあると

思うのです。今後特例でもいいのですが、給食センターのほうで供給できないかどうか、

その辺についてどうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 認可保育所につきましては、自園におきまして給食を提供しており

ます。認可保育所の給食につきましては、国の実施基準に従いまして、国の実施基準は３

歳未満児に対しては主食、副食と完全給食、それから３歳以上につきましては副食のみの

提供というが、国の基準がございますので、その基準に従いまして認可保育所につきまし

ては給食の提供を行っているというような内容でございます。 

 国の基準がある以上、町としてもこの国の基準に今現在は従った給食の提供というよう

な現状を考えておりますので、今回の提案につきましてはご負担いただいている給食費、

それを無料化にするというような内容でございますので、主食については現在のところ町

のほうで提供するというような考えは今のところ持っていませんので、ご理解いただきた

いと思います。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 認可保育所の場合は、そういう基準だということでわかりましたけれども、

私先ほども言いましたけれども、それを特例という形で持っていけないのかどうか、その

辺は検討願えれるのかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 給食の提供でございますけれども、３歳以上児につきましては主食

を保護者がそれぞれ手づくり、手づくりといいますか、主食を園児に持たせているという

ような状況のもとで、これにつきましてはそもそも親と子の食事というものに対しての、

いわゆる親子とのコミュニケーションというものにつながっていくのかなと。食というも

のの大切さを親から子どもにつながっていくのかなというところをある程度重要視しなが

ら、主食について、３歳以上については今の状態では町においては影響というような形の

ものは、先ほども言いましたけれども、現在のところ考えてはいないということをご理解

いただきたいと思います。 

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 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46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４７号 

〇田村議長 日程第15、議案第47号 浦幌町養護老人ホーム設置条例の一部改正について

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 議案22ページをごらん願います。議案第47号 浦幌町養護老人ホー

ム設置条例の一部改正について。 

 浦幌町養護老人ホーム設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成27年６月８日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町養護老人ホーム設置条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町養護老人ホーム設置条例（昭和44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

により説明いたします。説明資料の11ページをごらん願います。浦幌町養護老人ホーム設

置条例の一部を改正する条例説明資料。 
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 １の改正の趣旨でございますが、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する

ための関係法律の整備等に関する法律（平成26年法律第83号）の制定に伴い、介護保険法

（平成９年法律第123号）の改正が行われ、当該条例条文の引用先が変更となることから改

正を行うものです。 

 ２の改正の内容でございますが、本条例において、介護保険法の条文を引用しています

が、介護保険法の改正により介護予防訪問介護が廃止となり、介護予防・日常生活支援総

合事業に移行されることから当該条文について改正を行うものです。 

 ３の施行期日でございますが、公布の日から施行し、平成27年４月１日から適用するも

のです。ただし、第４条、第５条及び第６条の改正規定は、平成30年４月１日から施行す

るものですが、これは先ほどの２の改正内容でご説明しましたとおり、介護予防訪問介護

が介護予防・日常生活支援総合事業に移行されることになりましたが、町ではこの事業を

平成29年４月から実施し、平成30年３月までに完全移行を予定していることから、今回の

条例改正で削除される介護予防訪問介護の条文については平成30年３月31日まで有効とす

るため、これらに関連する条項の施行日を平成30年４月１日にしたものでございます。 

 条例の新旧対照表につきましては、12ページから13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。 

 ３番、差間議員。 

〇差間議員 質問いたします。 

 ただいまの説明によりますと、この法律の改正規定、これは30年４月１日から施行する

ということになっているのですけれども、この点については各自治体に任せられているの

でしょうか、それとも大体こんなふうに規定しているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまのご質問ですが、介護予防訪問介護が介護予防、日常生活

支援総合事業に移行されるという部分でございますが、これにつきましては国の介護保険

制度が新しく４月より改正されまして、その改正では27年度から29年度のそこまでの間に

介護予防訪問介護を介護予防・日常生活支援総合事業に各市町村は移行しなければならな

いというような内容でございます。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 この新総合事業というのですか、やっぱり全国的にもこの制度に移行してい

る自治体はそれほど多くないと聞いております。私議員になってすぐに、水澤町長にこの

点についてお聞きしましたところ、この事業に移行するのはかなり無理があると、そのと

きに私町長の答弁をいただいて、それで安心したというのですか、そういったふうには見

ていたのですけれども、やはり国はそういうふうに介護保険法を改正していくという流れ
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はあるようで、浦幌町はこの30年から施行するということを私もどう判断していいのかわ

からないのですけれども、くれぐれも介護保険を利用するお年寄りの実態に即した、そう

いった方向で職員の方は本当に大変でしょうけれども、この制度に向かっていってほしい、

そういった思いで今質問しております。この支援総合事業、新しい介護予防・日常生活支

援総合事業に移っていっている各自治体も道の職員も大変な思いをしているようです。こ

れは、職員ばかりではなしに、本当に利用する町民はもっと大変で、それぞれの事情を抱

えながら生活しているものですから、ひとつその点の意向というのですか、それをなるべ

くおくらせていただけたらいいなという思いで今質問しております。この点について、ど

うでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまの差間さんのご質問でございますが、差間議員の言うとお

り、確かにこの事業というのは国が平成27年４月から、いわゆる要支援と言われている

方々、要支援に認定されている方々、その方々の訪問介護、それから訪問通所ですね、そ

ういうような事業を市町村の事業に移行するというような内容でございます。 

 この事業につきましては、各市町村は29年度中までに移行しなければならないというふ

うになっております。差間さんのご心配のとおり、今まで国が行っていた制度を市町村に

移行されるということになりますと、さまざまなこれから解決しなければならない問題が

生じてくるかと思いますが、浦幌町の要支援に認定されている方々が今後この制度が市町

村に移行することによってサービスが低下しないよう、今と同じサービス、またはそれ以

上のサービスができるような形のものを考えていかなければならないと思っております。

そのためには、今後今年からその事業についていろいろと調査、そして実施に向けての準

備を行ってきたいと思っておりますので、よろしくご理解のほどお願いいたします。 

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47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４８号 
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〇田村議長 日程第16、議案第48号 浦幌町老人福祉施設等費用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24ページをごらん願います。議案第48号 浦幌町老人福祉施設

等費用徴収条例の一部改正について。 

 浦幌町老人福祉施設等費用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27年６月８日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町老人福祉施設等費用徴収条例の一部を改正する条

例。 

 浦幌町老人福祉施設等費用徴収条例（平成12年浦幌町条例第８号）の一部を次のように

改正する。 

 第３条第２項第１号ただし書中「介護保険法施行令第22条の２各項」を「介護保険法施

行令（平成10年政令第412号）第22条の２の２各項」に改める。 

 附則、この条例は、平成27年８月１日から施行する。 

 本条例の提案内容につきましては、議案説明資料により説明いたします。説明資料の14ペ

ージをごらん願います。浦幌町老人福祉施設等費用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、介護保険法施行令（平成10年政令第412号）の改正に伴

い、当該条例条文の引用先が変更となることから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、本条例において、介護保険法施行令の条文を引用して

いますが、改正により引用文が一部改正されたことから当該条文について改正するもので

ございます。 

 ３の施行期日でございますが、平成27年８月１日から施行するものでございます。 

 条例の新旧対照表につきましては、15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48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１７ 議案第４９号 

〇田村議長 日程第17、議案第49号 浦幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営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26ページをごらんいただきたいと思います。議案第49号 浦幌

町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営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27年６月８日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する条例（平成25年浦

幌町条例第２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16ページをごらん願います。浦幌町指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設備及び運営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、介護保険法（平成９年法律第123号）及び指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第34号）の

改正が行われたことから、本条例の一部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、これまで厚生労働省令により定められていた指定地域

密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準については、市町村の条例によ

り定めることとされたため国の基準に従い、浦幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備、及び運営に関する条例（平成25年浦幌町条例第２号）を制定し平成25年４月１日か

ら施行しましたが、介護保険法（平成９年法律第123号）及び指定地域密着型サービス事業

の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第34号）の改正が行われたこ

とから、このたび改正された国の基準省令どおりに条例を一部改正するものでございます。 

 改正の主な概要といたしましては、次の表をごらんいただきたいと思います。このたび

の改正するサービスの事業種別は７種類となります。まず、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護サービス事業につきましては、改正される区分といたしましてオペレーター配置基

準等の緩和、外部評価の効率化、訪問看護サービスの提供体制の見直しを国の基準どおり

に改正するものです。改正する本条例の関係条項は、第７条、第24条、第33条でございま

す。 

 続いて、認知症対応型通所介護サービス事業ですが、改正される区分といたしまして夜
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間及び深夜のサービスを実施する場合の運営基準の厳格化、利用定員の見直しを国の基準

省令どおりに改正するものです。改正する本条例の関係条項は、第64条、第66条、第79条

の２でございます。 

 続いて、小規模多機能型居宅介護サービス事業ですが、改正される区分といたしまして

看護職員の配置要件、他の訪問看護事業所等との連携、地域との連携の推進、登録定員等

の緩和、外部評価の効率化を国の基準省令どおりに改正するものでございます。改正する

本条例の関係条項は、第83条、第84条、第86条、第92条でございます。 

 続いて、認知症対応型共同生活介護サービス事業ですが、改正される区分といたしまし

ては共同生活住居数の見直しを国の基準省令どおりに改正するものでございます。改正す

る本条例の関係条項は、第114条でございます。 

 続いて、地域密着型特定施設入居者生活介護サービス事業ですが、改正される区分とい

たしましては法定代理受領の同意書の廃止を国の基準省令どおりに改正するものでござい

ます。改正する本条例の関係条項は、第136条になりますが、これは削除するものでござい

ます。 

 続いて、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護サービス事業ですが、改正される

区分といたしましてサテライト型地域密着型介護老人福祉施設の本体施設に係る要件の緩

和を国の基準省令どおりに改正するものでございます。改正する本条例の関係条項は、第

152条、第153条、第181条でございます。 

 続いて、複合型サービスから事業名を改称した看護小規模多機能型居宅介護サービス事

業ですが、改正される区分といたしまして登録定員数の緩和、外部評価の効率化、サービ

ス名称の変更を国の基準省令どおりに改正するものでございます。改正する本条例の関係

条項は、第９章、第195条、第197条でございます。 

 なお、本条例の新旧対照表につきましては、30ページ以上にわたるため説明資料への記

載を省略させていただきましたので、ご了承いただきたいと思います。 

 ３の施行期日でございますが、公布の日から施行し、平成27年４月１日から適用するも

のでございます。ただし、第17条、第18条、第88条、第110条、第130条第１項及び第151条

第１項の改正規定につきましては、平成28年４月１日から施行される介護保険法の改正内

容に関連する部分であるため、法の施行日と同じ平成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。 
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 これより議案第49号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１８ 議案第５０号 

〇田村議長 日程第18、議案第50号 浦幌町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法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33ページをごらんいただきたいと思います。議案第50号 浦幌

町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する条例の一部改正につ

いて。 

 浦幌町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法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27年６月８日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんいただきたいと思います。浦幌町指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する条例（平成

25年浦幌町条例第３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17ページをごらん願います。浦幌町指定地域密着型介

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法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、介護保険法及び指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準の改正が行われたことから、本条例を一部改正するもの

でございます。 

 ２の改正の内容でございますが、これまで厚生労働省令により定められていました指定

地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防
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サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、市町村の

条例により定めることとされたため国の基準に従いまして、浦幌町指定地域密着型介護予

防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する条例を制定し、平成25年４月１日から施行し

ましたが、介護保険法及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準の改正が行われたことから、このたび改正された国の基準省令どおりに条例を一

部改正するものでございます。 

 改正の主な概要といたしましては、次の表をごらんいただきたいと思います。このたび

改正するサービスの事業種別は３種類となります。まず、介護予防認知症対応型通所介護

サービス事業につきましては、改正される区分といたしまして夜間及び深夜のサービスを

実施する場合の運営基準の厳格化、利用定員の見直しを国の基準省令どおりに改正するも

のでございます。改正する本条例の関係条項は、第８条、第10条、第38条でございます。 

 続きまして、介護予防小規模多機能型居宅介護サービス事業ですが、改正される区分と

いたしまして看護職員の配置要件・他の訪問看護事業所等との連携、地域との連携の推進、

登録定員数の緩和、外部評価の効率化を国の基準省令どおりに改正するものでございます。

改正する本条例の関係条項は、第45条、第46条、第48条、第67条でございます。 

 続きまして、介護予防認知症対応型共同生活介護サービス事業ですが、改正される区分

といたしまして共同生活住居数の見直しを国の基準省令どおりに改正するものでございま

す。改正する本条例の関係条項は、第75条でございます。 

 最後の施行期日でございますが、公布の日から施行し、平成27年４月１日から適用する

ものでございます。ただし、第10条第２項の改正規定（「法第８条第24項」を「法第８条第

25項」に改める部分に限る。）は、平成28年４月１日に施行される介護保険法の改正内容に

関連する部分であるため、法の施行日と同じ平成28年４月１日から施行するものでござい

ます。 

 本条例の新旧対照表につきましては、18ページから27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50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。 
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（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１９ 議案第５１号 

〇田村議長 日程第19、議案第51号 浦幌町地域包括支援センター設置条例の一部改正に

ついてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 議案36ページをごらん願います。議案第51号 浦幌町地域包括支援

センター設置条例の一部改正について。 

 浦幌町地域包括支援センター設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成27年６月８日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町地域包括支援センター設置条例の一部を改正する

条例。 

 浦幌町地域包括支援センター設置条例（平成18年浦幌町条例第39号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第６条第５号中「法第８条の２第18項」を「法第８条の２第16項」に改める。 

 附則、この条例は公布の日から施行し、平成27年４月１日より適用する。 

 本条例の提案内容につきましては、議案説明資料により説明いたします。説明資料の28ペ

ージをごらん願います。浦幌町地域包括支援センター設置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、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する

ための関係法律の整備等に関する法律（平成26年法律第83号）の制定に伴い、介護保険法

の改正が行われ、当該条例条文の引用先が変更となることから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、本条例において介護保険法の条文を引用しております

が、介護保険法の改正により引用文が一部改正されましたことから当該条文について改正

するものでございます。 

 ３の施行期日でございますが、公布の日から施行し、平成27年４月１日より適用するも

のでございます。 

 新旧対照表につきましては、29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51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５２号 

〇田村議長 日程第20、議案第52号 財産の取得についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 議案の38ページをごらん願います。議案第52号 財産の取得について。 

 次のとおり財産を取得したいので、地方自治法第96条第１項第８号及び議会の議決に付

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

る。 

 平成27年６月８日提出、浦幌町長。 

 １、取得する財産、給食配送車１台。 

 ２、概要、２トン級リアゲートつき保冷バン。 

 ３、取得価格、750万6,000円。 

 ４、契約の方法、指名競争入札。 

 ５、契約の相手方、十勝郡浦幌町字住吉町64番地、株式会社松井商会代表取締役、松井

泉。 

 参考といたしまして、仮契約年月日、平成27年５月26日、納期、平成27年８月14日。 

 今般平成８年８月に購入した給食配送車は18年以上が経過し、走行距離33万1,199キロを

走行し、特に足回りの劣化がさび等で激しいことから、給食の安定的な提供を今後も続け

るため、今回更新するものでございます。 

 財源内訳といたしましては、自動車購入基金とふるさとづくり基金で充当するものでご

ざいます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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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52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５３号 

〇田村議長 日程第21、議案第53号 浦幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更につ

いてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 議案の39ページをごらん願います。議案第53号 浦幌町過疎

地域自立促進市町村計画の一部変更について。 

 過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項において準用する同条第１項の規定により、

浦幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部を次のように変更する。 

 平成27年６月８日提出、浦幌町長。 

 次の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の一部変更。 

 浦幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部を次のように変更する。 

 変更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30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の一部変更に

関する説明資料。 

 １、変更の主な理由でございますが、過疎債適用申請事業の追加に伴う事業内容の追加

により、過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項の規定に基づく計画の変更を行うもの

でございます。 

 ２、変更の内容でございますが、４、生活環境の整備に関する事業名に（３）廃棄物処

理施設及びし尿処理施設を追加し、事業内容に汚水処理施設共同整備事業を追加するもの

でございます。 

 追加事業の詳細につきましては、次のページの参考資料、事業計画（平成22年度～27年

度）の一部変更の表によりましてご説明させていただきます。自立促進施策区分は、３、

生活環境の整備でございます。事業名、（３）廃棄物処理施設、し尿処理施設、事業内容、

汚水処理施設共同整備事業、事業主体、十勝環境複合事務組合を追加するものでございま

す。市町村計画の本文は４、生活環境の整備となっていますが、参考資料の事業計画は３、

生活環境の整備となります。これは、計画本文と参考資料の事業計画では区分番号が異な

るためでございます。本事業につきましては、十勝環境複合事務組合が事業主体となりま

して、平成27年度十勝川流域下水道浄化センターにし尿処理施設を建設し、汚泥等を共同
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処理するもので、事業費は70万円でございます。事業費につきましては、構成する１市17町

村のし尿処理量の割合で算出された金額でございます。本事業の追加に伴いまして、変更

後の年度区分では平成27年度に70万円を追加し、小計が３億2,560万円、総計が９億7,592万

6,000円、概算事業費は同じく70万円を追加し、小計が19億4,962万5,000円、総計が62億

7,740万1,000円とな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53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５４号 

〇田村議長 日程第22、議案第54号 公営住宅買取事業に関する協定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。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 議案41ページをごらん願います。議案第54号 公営住宅買取事業に関す

る協定の締結について。 

 次のとおり公営住宅買取事業に関する協定を締結したいので、議会基本条例第12条の規

定により議会の議決を求める。 

 平成27年６月８日提出、浦幌町長。 

 １、事業の名称、平成27年度浦幌町南町団地買い取り事業。 

 ２、買い取り金額、１億3,774万9,000円。 

 ３、協定の相手方、北原・宮本・岡田設計建設グループ、代表企業、十勝郡浦幌町字合

流133番地、株式会社北原建設代表取締役、北原晃夫。 

 ４、事業の期間、平成28年１月29日。 

 趣旨等につきましては、議案説明資料に基づきまして説明させていただきます。説明資

料の32ページをごらんおき願います。公営住宅買取事業に関する協定の締結説明資料。 

 １項目めの協定締結の趣旨でございますけれども、老朽化した公営住宅等の建てかえを
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進めるため、公募型プロポーザル方式により優先交渉権者となった応募提案者より実施設

計完了に伴いまして、浦幌町議会基本条例第12条、議決事件の拡大の規定により、公営住

宅買取事業に関する協定に関し、町議会の議決を経ようとするものでございます。 

 ２項目めの協定の内容でございますが、①、事業の内容、買い取り公営住宅及び附帯施

設の建築工事、②、事業の場所、浦幌町字南町14番地２、③、構造、鉄筋コンクリート造

２階建て、④、型式・戸数、１ＬＤＫ２戸、２ＬＤＫ４戸の１棟６戸となっております。

⑤、延べ床面積494.88平方メートル、⑥、協定の相手方につきましては北原・宮本・岡田

設計建設グループでございまして、代表企業、株式会社北原建設、構成員といたしまして

宮本建設有限会社及び株式会社岡田設計でございます。 

 ３項目めの今後のスケジュール（予定）でございますけれども、本町議会定例会におい

て議決していただいた後、公営住宅買取事業に関する協定の締結、６月下旬には事業に着

手を行いまして、明年１月29日を工期といたしまして、完成検査後、２月上旬に仮売買契

約を締結、中旬には売買契約に基づく財産の取得について議会提案をさせていただき、議

決後、本契約を締結し、３月上旬には登記を完了いたしまして、入居を開始する予定とな

っております。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第54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 ２時１１分  休憩 

午後 ２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２３ 議案第５５号 

〇田村議長 日程第23、議案第55号 平成27年度浦幌町一般会計補正予算を議題といたし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 議案書の１ページをごらん願いたいと思います。あわせまして議案説明

資料33ページをごらん願います。議案第55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２回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億2,059万4,000円を追加し、歳入歳

出の総額を歳入歳出それぞれ60億5,739万2,000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。 

 （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27年６月８日提出、浦幌町長。 

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

せていただきます。 

 次に、５ページをごらん願います。第２表、地方債補正、変更、起債の目的、過疎対策

事業、補正前限度額２億3,810万円、補正後限度額２億5,040万円。変更の内容につきまし

ては建物解体事業、補正前限度額ゼロ円、補正後限度額950万円、道路建設補助事業、補正

前限度額１億1,250万円、補正後限度額7,590万円、橋梁長寿命化修繕事業、補正前限度額

1,890万円、補正後限度額5,830万円。起債の目的、公営住宅建設事業、補正前限度額6,440万

円、補正後限度額7,470万円。計、補正前限度額４億8,250万円、補正後限度額５億510万円、

起債の方法、利率、償還方法は補正前と同じでございます。 

 次に、６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、総括について

は説明を省略させていただきます。 

 次に、８ページをごらん願います。２、歳入、１款町税、３項１目軽自動車税60万円を

減額し、1,202万8,000円、説明資料33ページに記載のとおり軽自動車税の税率引き上げが

１年間延長されたことに伴います軽自動車税の確定に伴います減額を行うものでございま

す。 

 11款分担金及び負担金、２項負担金、４目教育費負担金125万8,000円を減額し、1,988万

7,000円、説明資料33ページに記載のとおり本年７月１日より幼稚園、へき地保育所に在園

する園児の給食費を町が負担することから減額する内容でございます。 
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 13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金78万7,000円を追加し、１億

3,612万円、内容といたしまして介護保険にかかわります低所得者保険料軽減分の国庫負担

分の追加でございます。 

 ２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金253万4,000円を追加し、1,515万7,000円、社会

保障・税番号制度にかかわります補助金を追加する内容でございます。 

 ３目土木費国庫補助金3,604万3,000円を減額し、２億8,352万8,000円、社会資本整備総

合交付金に係ります減額並びに追加の内容でございます。 

 ４目教育費国庫補助金19万6,000円を追加し、29万円、内容といたしましては説明資料

33ページに記載のとおり小中一貫コミュニティ・スクールにかかわります補助金を追加す

る内容でございます。 

 14款道支出金、１項道負担金、２目民生費道負担金39万3,000円を追加し、9,386万

8,000円、内容といたしましては介護保険にかかわります低所得者保険料軽減分の道負担金

を追加する内容でございます。 

 ２項道補助金、４目農林水産業費道補助金2,111万8,000円を追加し、１億697万6,000円、

説明資料46、47ページに記載のとおり多面的機能支払い事業にかかわります新規事業追加

に伴います補助金を追加する内容でございます。 

 ３項委託金、１目総務費委託金416万円を追加し、2,122万3,000円、説明資料40ページに

記載のとおり旧オベトン川にかかわります支障物件移設補償費の追加する内容でございま

す。 

 17款繰入金、２項１目基金繰入金２億670万7,000円を追加し、２億6,764万1,000円、財

政調整基金からの繰り入れ並びにふるさとづくり基金からの繰り入れをする内容でござい

ます。ふるさとづくり基金につきましては、説明資料34ページに充当先事業について記載

しておりますので、ご参照願います。 

 20款１項町債、１目総務債950万円を追加し、１億9,360万円、５目土木債1,310万円を追

加し、２億2,890万円、それぞれ地方債に係る追加及び減額する内容でございます。 

 次のページをごらん願います。３、歳出、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費107万9,000円を追加し、２億9,720万1,000円、説明資料35ページに記載のとおり指定管

理制度に係る関係経費、庁舎管理にかかわる経費を追加する内容でございます。 

 ２目情報化推進管理費803万4,000円を追加し、１億6,942万6,000円、説明資料35ページ

から37ページに記載のとおり社会保障・税番号制度にかかわりますシステム開発、総合行

政情報システム事業にかかわる経費を追加する内容でございます。 

 ４目自動車管理費914万2,000円を追加し、2,262万5,000円、説明資料37ページから38ペ

ージに記載のとおり公用車３台の更新に係る経費を追加する内容でございます。 

 ５目財産管理費1,083万1,000円を追加し、1,596万4,000円、説明資料38ページに記載の

とおり公有地等の測量及び雑種住宅４棟の解体にかかわります経費を追加する内容でござ

います。 
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 ７目企画費577万4,000円を追加し、6,134万4,000円、説明資料38ページ、39ページに記

載のとおり総合戦略策定の推進組織に係る経費並びに光ファイバーケーブル移設に伴う経

費を追加する内容でございます。あわせまして国内交流推進事業を実施するための補助金

を追加する内容でございます。 

 12目職員厚生費40万1,000円を追加し、801万8,000円、説明資料39ページに記載のとおり

職員住宅給湯器取りかえに係る経費を追加する内容でございます。 

 13目諸費405万円を追加し、3,888万3,000円、説明資料40ページに記載のとおり旧オベト

ン川整備事業にかかわります支障物件の移設、撤去に係る経費を追加する内容でございま

す。 

 14目ふるさとづくり寄附奨励費33万円を追加し、8,818万2,000円、説明資料40ページに

記載のとおり事務用備品に係る経費を追加する内容でございます。 

 ３項１目戸籍住民登録費38万4,000円を追加し、1,983万7,000円、説明資料40ページに記

載のとおり証明書発行用備品に係る経費を追加する内容でございます。 

 ３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費246万円を追加し、1,521万7,000円、

説明資料61ページの政策等調書に記載のとおり新規事業といたしまして紙おむつ購入費の

一部を助成する事業を追加する内容でございます。 

 ３目認可保育園運営費８万1,000円を追加し、7,714万円、説明資料41ページに記載のと

おり園児用備品に係る経費を追加する内容でございます。 

 ４目へき地保育所運営費138万6,000円を追加し、3,424万2,000円、説明資料41ページに

記載のとおり外部フェンス塗装ほか施設の修繕及び園児用備品に係る経費を追加する内容

でございます。 

 ６目子ども発達支援センター運営費17万1,000円を追加し、1,866万5,000円、説明資料41、

42ページに記載のとおり児童等に要する備品に係る経費を追加する内容でございます。 

 次のページをごらん願います。７目学童保育所費４万2,000円を追加し、614万6,000円、

説明資料42ページに記載のとおり児童が使用する保育備品に係る経費を追加する内容でご

ざいます。 

 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費604万2,000円を追加し、１億7,302万6,000円、説

明資料42ページに記載のとおり特別養護老人ホームはまなす園の屋根等の修繕に係る補助

金並びに介護保険特別会計への繰出金を追加する内容でございます。 

 ３目老人ホーム費168万1,000円を追加し、１億8,834万2,000円、説明資料42ページ、43ペ

ージに記載のとおり老人ホームの設備、施設の修繕に係る経費を追加する内容でございま

す。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費91万円を追加し、２億2,295万4,000円、

説明資料43ページに記載のとおりがん検診に係る経費及び妊婦産婦健診の負担軽減を図る

経費を追加するものでございます。並びに簡易水道特別会計への繰出金を追加する内容で

ございます。 
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 ４目墓地墓園費210万円を追加し、312万8,000円、説明資料44ページに記載のとおり浦幌

墓園、貴老路墓地の整備に係る経費を追加する内容でございます。 

 ５目医療対策費199万8,000円を追加し、9,424万7,000円、説明資料44ページに記載のと

おり桜町歯科診療所の改修及び備品に係る経費を追加する内容でございます。 

 ７目公衆浴場管理費130万円を追加し、1,045万5,000円、説明資料44ページに記載のとお

り健康湯の浴室修繕に係る経費を追加する内容でございます。 

 ２項清掃費、１目塵芥処理費36万円を追加し、7,436万円、説明資料45ページに記載のと

おりリサイクルセンター、一般廃棄物処理センターに係ります修繕、備品に係る経費を追

加する内容でございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費10万円を追加し、5,243万9,000円、説

明資料45ページに記載のとおり食育セミナー開催に係る経費を追加する内容でございま

す。 

 ４目農業団地センター管理費420万円を追加し、1,110万8,000円、説明資料45ページに記

載のとおり調理実習室の開所に係る経費を追加する内容でございます。 

 ５目畜産振興費2,327万7,000円を追加し、4,099万5,000円、説明資料46ページに記載の

とおり模範牧場の施設の補修、改修並びにトラクター１台、溶接機１台の更新に係る経費

を追加するものでございます。また、説明資料62ページ、政策等調書に記載のとおり新規

事業といたしまして酪農生産基盤の強化を図るための補助金を追加する内容でございま

す。 

 ６目土地改良費3,055万9,000円を追加し、6,454万8,000円、説明資料46、47ページに記

載のとおり多面的機能支払い交付金事業に係る新規地区の増加に伴います交付金を追加す

る内容でございます。また、説明資料63ページ、政策等調書に記載のとおり新規事業とい

たしまして土地基盤整備を図るための補助金を追加する内容でございます。 

 次、14ページをごらん願います。２項林業費、２目林業振興費25万円を追加し、1,931万

4,000円、説明資料47ページに記載のとおり民有林の森林認証取得を支援するための経費を

追加する内容でございます。 

 ３目林道維持費287万1,000円を追加し、378万6,000円、説明資料48ページに記載のとお

り雪害による支障木伐採及び林道維持管理に係る経費を追加する内容でございます。 

 ４目うらほろ森林公園管理運営費744万円を追加し、2,531万1,000円、説明資料48ページ

に記載のとおり森林公園各施設の修繕及びふるさとみのり館の外構改修に係る経費を追加

する内容でございます。 

 ３項水産業費、２目水産業振興費1,260万円を追加し、1,876万3,000円、説明資料48、49ペ

ージに記載のとおり共同作業所換気設備の修繕に係る経費及び大津漁業協同組合が実施す

るストックタンク導入事業に係る補助金を追加する内容でございます。並びに新たな事業

でございますが、説明資料64ページの政策等調書に記載のとおり新規事業といたしまして

安全操業に資する機器等の導入に係る補助金を追加する内容でございます。 
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 ７款１項商工費、２目観光費351万8,000円を追加し、3,271万1,000円、説明資料49ペー

ジに記載のとおり産業交流施設、レストラン施設、温泉施設にかかわります修繕及び産業

交流施設の備品に係る経費を追加する内容でございます。 

 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費20万円を追加し、3,126万2,000円、説明

資料50ページに記載のとおり土木積算システムに係る経費を追加する内容でございます。 

 ２項道路橋梁費、２目道路維持事業費4,220万円を追加し、9,570万6,000円、説明資料50ペ

ージに記載のとおり雪害による支障木等の処理及び道路６路線の補修に係る経費を追加す

る内容でございます。 

 ３目道路建設補助事業費4,450万円を減額し、３億7,710万円、説明資料50ページ、51ペ

ージに記載のとおり相川川西線道路整備事業について社会資本整備総合交付金の配当が得

られなかったため事業を先送りすることに伴う減額及び津波避難計画で避難路に指定され

ている路線の橋梁２橋の補修を追加することに伴う追加でございます。 

 ３項河川費、１目河川管理費1,030万円を追加し、2,556万9,000円、説明資料51ページに

記載のとおり河道整備、のり面補修に係る経費を追加する内容でございます。 

 次のページをごらん願います。５項住宅費、１目住宅管理費1,140万円を追加し、5,843万

4,000円、説明資料51、52ページに記載のとおり公営住宅前通路改修の６棟12戸及び外壁改

修２棟14戸分に係ります経費を追加する内容でございます。 

 ２目公営住宅建築費2,530万円を追加し、１億6,979万7,000円、説明資料52ページに記載

のとおり公営住宅水洗化設計及び水洗化改修２棟６戸並びに駐車場12台分の整備に係る経

費を追加する内容でございます。 

 ９款１項消防費、３目消防施設費139万4,000円を追加し、935万1,000円、東十勝消防事

務組合の負担金を追加する内容でございます。 

 参考といたしまして、19ページをごらん願います。説明資料につきましては52ページを

ごらん願います。参考、東十勝消防事務組合一般会計予算（浦幌町分）。 

 ２、歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目消防負担金139万4,000円を追加し、

２億1,038万8,000円。 

 ３、歳出、３款１項消防施設費、４目浦幌消防施設費139万4,000円を追加し、935万

1,000円、内容といたしましては厚内分遣所の修繕及び消防庁舎通信室の内部改修に係る経

費を追加する内容でございます。 

 16ページにお戻り願います。４目災害対策費332万3,000円を追加し、1,272万7,000円、

説明資料53ページに記載のとおり防災備蓄庫の塗装及び防災行政無線の蓄電池の交換に係

る経費を追加する内容でございます。 

 10款教育費、２項小学校費、１目学校管理費727万3,000円を追加し、8,170万4,000円、

説明資料53、54ページに記載のとおり浦幌小学校、厚内小学校の修繕、上浦幌中央小学校

教員住宅の解体、上浦幌中央小学校体育館ステージ幕の取りかえに係る経費を追加する内

容でございます。 
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 ２目教育振興費699万9,000円を追加し、1,650万1,000円、説明資料65ページ、政策等調

書に記載のとおり新規事業といたしまして児童の学校給食費を補助し、給食費の無料化を

図るための補助金を追加する内容でございます。 

 ３項中学校費、１目学校管理費30万円を追加し、5,886万1,000円、説明資料54ページに

記載のとおり上浦幌中学校の修繕に係る経費を追加する内容でございます。 

 ２目教育振興費424万5,000円を追加し、1,502万円、説明資料65ページの政策等調書に記

載のとおり新規事業といたしまして生徒の学校給食費を補助し、給食費の無料化を図るた

め補助金を追加する内容でございます。 

 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費29万5,000円を追加し、6,195万4,000円、説明資料54ペ

ージに記載のとおり浦幌、厚内幼稚園の備品に係る経費を追加する内容でございます。 

 ５項社会教育費、１目社会教育総務費23万9,000円を追加し、3,639万6,000円、説明資料

54ページ、55ページに記載のとおり看板２カ所の修繕に係る経費を追加する内容でござい

ます。 

 ２目公民館運営費109万1,000円を追加し、3,002万2,000円、説明資料55ページに記載の

とおり中央公民館、厚内公民館に係ります修繕及び厚内公民館の備品に係る経費を追加す

る内容でございます。 

 ７目図書館費、図書館管理費120万1,000円を追加し、3,876万3,000円、説明資料55、56ペ

ージに記載のとおり図書館管理経費、教育文化センター管理経費を追加する内容でござい

ます。 

 ６項保健体育費、２目社会体育施設費、515万6,000円を追加し、8,193万8,000円、説明

資料56、57ページに記載のとおりパークゴルフ場、アイスアリーナの修繕及びアイスアリ

ーナ、スポーツセンター等の備品に係る経費を追加する内容でございます。 

 次のページをごらん願います。３目給食センター管理費80万7,000円を追加し、8,462万

1,000円、説明資料57ページに記載のとおり給食センター調理場等の修繕に係る経費並びに

備品に係る経費を追加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 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55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２４ 議案第５６号 

〇田村議長 日程第24、議案第56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 それでは、議案の20ページをごらん願います。あわせまして議案説明資

料58ページをごらん願います。議案第56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１回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,463万円を追加し、歳入歳出の総額を

歳入歳出それぞれ１億1,402万3,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成27年６月８日提出、浦幌町長。 

 21ページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては説明を省略させ

ていただきます。 

 次に、22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。 

 23ページをごらんください。２、歳入、１款道支出金、１項道補助金、１目造林補助、

補正額はゼロ円、4,345万3,000円、この補正の内容につきましては補助金の事業変更に伴

い同額を減額、追加するものでございます。 

 ３款繰入金、２項１目基金繰入金1,463万円を追加し、3,192万3,000円、この補正の内容

につきましては歳出の増加に伴い基金からの繰り入れを追加補正するものでございます。 

 次に、24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113万円を追加し、

1,835万2,000円、この補正の内容につきましては柵等の雪害による町有林作業道の支障木

の伐採及び町有林の森林認証の取得に伴う追加でございます。 

 ２款１項財産造成費、１目造林費1,350万円を追加し、8,795万4,000円、この補正の内容

につきましては柵等の雪害による山林野への被害木の伐採整理に伴う追加でございます。 

 以上で補正予算の説明は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56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５７号 

〇田村議長 日程第25、議案第57号 平成27年度浦幌町介護保険特別会計補正予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 25ページをごらん願います。あわせまして説明資料は59ページに掲載をし

てございます。議案第57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１回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の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27年６月８日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに歳入歳出補正予算事項

別明細書、１、総括は省略をさせていただきます。 

 次のページをごらん願います。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157万6,000円を減額し、１億1,625万3,000円、６款繰入金、１項他会計繰入金、

１目一般会計繰入金157万6,000円を追加し、１億2,600万円、今回の補正は平成27年第３回

浦幌町議会臨時会において議決をいただきました浦幌町介護保険条例の一部改正に伴い低

所得者の保険料軽減措置に必要な経費を補正するものであります。 

 以上で説明を終わらせていただきます。終わります。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第57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。 
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（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５８号 

〇田村議長 日程第26、議案第58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 28ページをごらん願います。あわせまして説明資料60ページをごら

ん願います。議案第58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１回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ890万1,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ２億7,761万5,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債） 

 第２条 地方債の追加は「第２表 地方債補正」による。 

 平成27年６月８日提出、浦幌町長。 

 29ページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては説明を省略させ

ていただきます。 

 30ページをごらん願います。第２表、地方債補正、追加でございます。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890万円。起債の方法、証書借り入

れまたは証券発行。利率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、政府資金または

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、もしくは繰上償還または低利債に借りかえすることができる。 

 今回の補正予算の内容につきましては、診療所の医療機器の整備について地方債の過疎

対策事業債をもって充当し、３機種の医療機器を整備するものでございます。 

 31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、総括につきましては

説明を省略させていただきます。 

 32ページをごらん願います。２、歳入…… 

〇田村議長 暫時休憩いたします。 
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午後 ３時０２分  休憩 

午後 ３時０６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。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 32ページをごらん願います。２、歳入、３款１項諸収入、１目診療

報酬収入1,000円を追加し、１億9,063万1,000円、１節保険診療収入1,000円、保険診療収

入でございます。 

 ４款１項町債、１目浦幌町立診療所医療機器更新事業債890万円を追加し、890万円、１

節浦幌町立診療所医療機器更新事業債890万円、先ほど第２表の地方債補正で説明いたしま

した過疎対策事業債でございます。 

 ３、歳出、１款１項診療所費、１目医業費890万1,000円を追加し、２億2,890万5,000円、

18節備品購入費890万1,000円、本年度更新をいたします医療機器の購入費でございます。 

 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58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２７ 議案第５９号 

〇田村議長 日程第27、議案第59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 33ページをごらん願います。議案第59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１回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 
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 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ25万1,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ３億4,212万8,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成27年６月８日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 35ページの歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括は省略させていただきます。 

 36ページをお開き願います。このたびの補正につきましては、一般管理費の人件費に係

る追加補正をするものでございます。 

 ２、歳入、３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金25万1,000円を追加し、

１億5,281万2,000円、一般会計からの繰入金の追加でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費25万1,000円を追加し、3,290万

円、職員手当等、人件費の追加でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第59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。 

 

    ◎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６月11日までの３日間、議事の都合により休会と

し、６月12日午前10時から本会議を開くこと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、あすから６月11日までの３日間、議事の都合により休会とし、６月12日午前10時

から本会議を開くことに決定をいたしました。 
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    ◎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 ３時１２分 


