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平成２５年第３回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

平成２５年９月２日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 １時５７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 役場庁舎耐震・防災改修調査特別委員会報告 

 日程第 ６ 常任委員会報告 

 日程第 ７ 行政報告（町長） 

 日程第 ８ 報告第 ７号 健全化判断比率の報告について 

 日程第 ９ 報告第 ８号 資金不足比率の報告について 

 日程第１０ 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２５年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算） 

 日程第１１ 承認第 ６号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２５年度浦幌町一般会計補正予算） 

 日程第１２ 議案第５１号 浦幌町税条例の一部改正について 

 日程第１３ 議案第５２号 浦幌町国民健康保険税条例の一部改正について 

 日程第１４ 議案第５３号 浦幌町新産業創造等事業の助成に関する条例の一部改正に 

              ついて 

 日程第１５ 議案第５４号 北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

 日程第１６ 議案第５５号 平成２５年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第１７ 議案第５６号 平成２５年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算 

 日程第１８ 議案第５７号 平成２５年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 日程第１９ 議案第５８号 平成２５年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第２０ 議案第５９号 平成２５年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算 

 日程第２１ 議案第６０号 平成２５年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算 

 日程第２２ 議案第６１号 平成２５年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 日程第２３ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ 

              て 

 

〇出席議員（１１名） 
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    １番  関  井  雅  明     ２番  差  間  正  樹 

    ３番  安  藤  忠  司     ５番  二  瓶     隆 

        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 

   １３番  田  村  寛  邦 

 

〇欠席議員（１名） 

   １２番  野  村  俊  博 

 

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 

     まちづくり政策課長   菅  原     敏 

          町 民 課 長      小 路 谷  守  昌 

     保健福祉課長   熊  谷  晴  裕 

          産 業 課 長      大  山  則  幸 

     施 設 課 長   新  川  寿  雄 

     上浦幌支所長   横  田  孝  志 

     会計管理者   永  澤  厚  志（ＡＭ欠席 １３時２８分～出席） 

          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 
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     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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開会 午前１０時００分 

    ◎開会の宣告 

〇田村議長 本日、12番、野村俊博議員は入院加療のため欠席する旨届け出を受けており

ます。 

 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、本日をもって招集されました平成25年第３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。 

 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25年８月19日をもって招集されました第３回浦幌町議会定例会の運営について８月

26日午前、議会運営委員会を開催し、議長出席のもと、理事者より今定例会に提出される

議案の説明を受け、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、特別委員会報告、常任委員会報告、行政報告に続き、報告

２件、承認２件、一般議案４件、平成25年度一般会計及び特別会計補正予算案７件、認定

は平成24年度一般会計及び特別会計合わせて９件の決算認定であります。続いて、諮問１

件、議長提出は委員会の開催、議員派遣等であります。以上の内容を踏まえ、会期は本日

９月９日より９月11日までの10日間でお願いをいたします。本日は、諸般の報告に続いて、

役場庁舎耐震・防災改修調査特別委員会報告、常任委員会報告、行政報告に続いて、報告

第７号、８号の２件、承認第５号、６号の２件、一般議案は補正予算を含め第51号から第

61号まで11件、諮問第１号１件を予定しております。一般質問につきましては、９月６日

を予定いたしましたので、よろしくお願いいたします。 

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

おります。 

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

ようお願い申し上げまして、議会運営委員長報告といたします。 

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 
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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、５番、二瓶隆議員、６番、福

原仁子議員を指名いたします。 

 

    ◎日程第３ 会期の決定 

〇田村議長 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りをいたします。本定例会の会期は、本日から９月11日までの10日間にしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から９月11日までの10日間と決定をいたしました。 

 

    ◎日程第４ 諸般の報告 

〇田村議長 日程第４、諸般の報告を事務局長より行わせます。 

〇前田議会事務局長 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25年８月19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25年７月８日から平成25年９月１日までの議長等の動静及び議員の派遣結果

報告並びに監査委員から提出のあった平成25年５月分から平成25年７月分の例月出納検査

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 役場庁舎耐震・防災改修調査特別委員会報告 

〇田村議長 日程第５、役場庁舎耐震・防災改修調査特別委員会報告を許します。 

 髙橋副委員長。 

〇髙橋役場庁舎耐震・防災改修調査特別副委員長 委員会調査報告書。 

 本委員会に付託された事件について、調査の結果、次のとおり決定したので、浦幌町議

会会議規則第77条の規定により報告します。 

 １、付議事件、役場庁舎耐震・防災改修について。 

 ２、調査実施期日、平成25年７月８日、同じく８月29日。 

 ３、調査の経過と結果、本委員会は、平成25年６月17日に設置され、委員長に野村俊博、

副委員長に髙橋利一を互選し、その後７月８日、８月29日の２日間にわたり、町理事者を

初め関係職員の詳細なる説明を求めながら慎重に調査をした。 

 現在の役場庁舎は、昭和45年、地上３階、地下１階、鉄筋コンクリートづくりの構造に

より建設され、43年を経過している。平成24年度に400万円の予算を計上し、耐震診断を実
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施、診断結果として１階から３階まで国が示している指標を満たしておらず、建物全体に

おいて耐震性に疑問ありとの結果が出ていた。東日本大震災から避難場所の確保及び避難

路の確保などさまざまな防災対策を講じているが、海岸線を有する我が町にとって役場庁

舎は災害対策本部として機能を果たすべく最も重要な施設でもある。 

 今回の改修にあっては、耐震改修補強を重点に経年劣化による危険箇所の整備及び防災

拠点施設としての機能維持保全を図るため、耐震改修補強工事と防災改修工事の２区分に

よる工事となっている。改修区分ごとの概算予算額、実施設計費及び工事・監理費として

耐震改修は３億3,830万円、防災改修は３億6,380万円、合計７億210万円となり、緊急防災

債を財源とし、緊急防災債100％充当で元利均等償還額の70％が交付税措置され、町の実質

負担額は合計額の30％の２億1,063万円としている。 

 耐震補強工法としては、外付け枠付鉄骨ブレースとプレキャストＰＣ外フレームの２つ

から比較検討する中で、外付け枠付鉄骨ブレースは窓面外部の柱、はりに鉄骨の柱、はり、

筋交いを新設する方法で、プレキャストＰＣ外フレームは窓面外部に工場で製作したコン

クリートの柱、はりを新設する工法となっている。騒音、振動、施工日数などを考慮する

と、プレキャストＰＣ外フレームで実施するとのことであった。防災改修については、建

築工事、電気設備工事、機械設備工事に分けて実施し、ガラスブロックを撤去してサッシ

に変更、トイレの洋式化、照明器具の取りかえ、自家発電設備の設置やボイラーの取りか

えなどを進めたいとした。 

 概算予算であることから、今後実施設計が終了した際にも具体的な改修内容の詳細など

について随時町民や議会に対しても説明を求める。 

 防災計画が刷新され、職員初動マニュアルも整備した今、災害対策本部となる役場庁舎

は、いつ発生するかわからない災害に対して迅速な対応と町民が安心、安全に生活できる

ように対策本部としての機能を発揮するため、今回の耐震改修及び防災改修が適切に実施

されることを望むとともに、財源となる国の緊急防災・減災事業債の満額確保に向けて努

力されたい。 

 以上であります。 

〇田村議長 本委員会は、議長を除く全員で構成されておりますので、質疑を省略し、こ

れをもって報告済みといたします。 

 

    ◎日程第６ 常任委員会報告 

〇田村議長 日程第６、常任委員会報告を許します。 

 総務文教厚生常任委員会、福原委員長。 

〇福原総務文教厚生常任委員長 総務文教厚生常任委員会より委員会調査報告をいたしま

す。 

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

定により報告いたします。 
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 調査事件、遊休施設の今後の活用について。 

 調査実施期日、平成25年７月29日。 

 調査の経過と結果、調査の経過と結果につきましては要旨を申し上げます。本委員会は、

午前９時から役場委員会室において平成23年７月に実施した所管事務調査、町有財産の現

状と今後の活用についての委員会所見に基づき、その後の町の動向と経過の説明を受けな

がら、以下の４遊休施設の調査を行いました。 

 １、農村環境改善センターについては、町が直接利活用する場合、建物改修9,900万円、

設備改修7,600万円、電気設備改修約1,000万円、合計約１億8,500万円の改修費用が必要と

の試算が示され、施設を壊すにしても町の補助金返還額が１億693万円と建物の解体費用が

必要となる。今後は、民間事業者のノウハウや資金等、最大限の利活用を目指し、公募型

のプロポーザル方式により利活用計画を募る。 

 ２、高齢者活動センターについては、道東自動車道の釧路インターチェンジの開通によ

る影響を見きわめ、当面は現状の維持管理を継続し、長期的な判断をしていく。 

 ３、常室小学校につきましては、２件ほど利活用の話がありました。ユニット型の植物

工場や食品加工工場等の話が２件ありましたが、学校等の特殊建築物の用途変更が必要で、

防火壁等いずれにしても大規模改修費用が必要なため協議不調になりました。今後は、公

募型プロポーザル方式により貸し付けを実施する。 

 ４、吉野幼稚園につきましても利用者負担のこともありまして利活用に至らなかった。

今後は、民間のノウハウや資金等、最大限の利活用を目指し、公募型プロポーザル方式に

より貸し付けを実施する。 

 各施設とも有償、無償での利活用方法により補助金の返還義務は異なるが、法人を対象

に実施される公募型のプロポーザル方式に期待をしたい。 

 最後に、所見としまして、財政健全化のため閉鎖した３件の遊休施設についてプロポー

ザル方式の採用により町ホームページを通じて全国に発信をしていく。このことについて

は、インターネット発信という時代に沿った利便性に期待をし、各施設の有効活用を積極

的に図りながら、今後も引き続き注視していく必要性がある。また、あわせて情報を共有

し、町民にとってより有効な活用を求めたい。 

 以上、総務文教厚生常任委員会の報告を終わります。 

〇田村議長 これで常任委員会報告を終わります。 

 

    ◎日程第７ 行政報告 

〇田村議長 日程７、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。 

 １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

願いたいと思います。 
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 ２の建設工事入札結果についてでありますが、森林管理道上厚内線林道開設工事ほか

28件であります。 

 ３の委託業務入札結果につきましては、模範牧場哺育舎実施設計委託業務ほか２件であ

ります。 

 ４の物品購入入札結果につきましては、産業交流施設レストラン施設木質ペレットスト

ーブ購入１件であります。 

 ５の町有林立木売り払い入札結果につきましては、第１伐区、留真町有林立木売り払い

ほか４件であります。 

 ６のその他については、特段ございません。 

 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８ 報告第７号 

〇田村議長 日程第８、報告第７号 健全化判断比率の報告についてを議題といたします。 

 報告を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 報告第７号 健全化判断比率の報告について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成24年度決算

に基づく健全化判断比率を次のとおり報告する。 

 平成25年９月２日提出、浦幌町長。 

 記、１、健全化判断比率、実質赤字比率、浦幌町の比率につきましては、赤字額が発生

してございませんので、横線表示となってございます。また、これに対します基準となり

ます早期健全化基準15.0％、財政再生基準20.0％といずれも下回ってございます。次に、

連結実質赤字比率、同様に浦幌町の比率につきましては、赤字額が発生してございません

ので、横線の表示となっております。基準となります早期健全化基準20.0％、財政再生基

準40.0％、いずれも下回った内容となっております。実質公債費比率、浦幌町の比率12.1％、

早期健全化基準25.0％、財政再生基準35.0％といずれも下回った比率となってございます。

将来負担比率、浦幌町の比率16.0％、早期健全化基準350.0％と下回った比率となってござ

います。 

 ２、監査委員の意見でございますけれども、別紙のとおりとなってございますので、監

査委員からの意見をいただいた内容となっております。後ほどごらんおきを願いたいと思

います。 

 なお、１の健全化判断比率の詳細につきましては、別添議案説明資料をもって説明をさ

せていただきます。説明資料１ページをごらんおき願いたいと思います。健全化判断比率

の報告及び資金不足比率の報告説明資料と表題が付してございます。この表につきまして

は、ただいま議案のとおり説明をさせていただきましたので、２ページをごらんおき願い
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たいと思います。最初に、健全化判断比率等の概要におきます①、実質赤字比率でござい

ますが、町の最も主要な会計であります一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規

模に対する比率で、地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化

の度合いを示す指標と言われているもので、本町の平成24年度決算におきましては実質赤

字額が発生していなく、比率は算出されません。なお、一般会計等とは、一般会計、町有

林野特別会計、町立診療所特別会計を含めた会計となってございます。 

 次に、３ページをごらんおき願います。②、連結実質赤字比率でございますが、公営事

業を営む特別会計を含む全会計を対象とした実質赤字額及び資金の不足額の標準財政規模

に対する比率で、全ての会計の赤字と黒字を合算して地方公共団体としての赤字の程度を

指標化し、地方公共団体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標と言われ、本町の平

成24年度決算におきましては実質赤字額が発生していなく、比率は算出されません。 

 次に、４ページをお開きください。③、実質公債費比率でございますが、一般会計等が

負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額に対する比率で、算

式は記載のとおりでございますが、地方債の返済額及びこれに準ずる額の大きさを指標化

し、資金繰りの程度を示す指標と言われ、３カ年の平均により算出されます。本町の比率

は、平成24年度単年度では11.7％、３カ年平均では12.1％でございます。 

 次に、７ページをごらんおき願います。④、将来負担比率でございますが、一般会計等

が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率で、地方債や

将来支払っていく可能性のある負担金等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫す

る可能性の度合いを示す指標で、今後の負担する地方債元利償還金を標準財政額で除して

求めるもので、本町の比率は16.0％でございます。 

 なお、実質赤字比率から将来負担比率までの比率のうちのいずれかが早期健全化基準を

超えますと財政健全化計画を策定し、実質的な改善努力による財政健全化を求められ、さ

らに財政再生基準を超えますと再生団体と判断され、財政再生計画を策定し、国等の関与

による確実な再生を求められ、また実質公債費比率の扱いにおきましては地方債を財源と

して求めるのに制限が加えられるものでございます。本町の場合は、いずれの比率も基準

以下となっておりますが、各比率の算出の詳細に係りましては説明資料２ページから10ペ

ージまでのただいま説明した内容となってございますので、後ほど詳細にわたってごらん

おきを願いたいと思います。 

 なお、平成23年度と比較した中で大きく比率が変わっているものにつきましては、最初

の説明資料１ページをごらんおき願いたいと思います。将来負担比率が平成23年度は

35.8％であったものが平成24年度は16.0％となったものでございます。このことにつきま

しては、いま一度７ページをごらんおき願います。④、将来負担比率の算式を示してござ

います。24年度におきましては、16％という中身でございますけれども、いずれも分子に

なるものと分母になるものとの額の内容でございます。平成24年度におきましては、36億

8,130万4,000円分の５億9,143万9,000円となり、これが百分比率で16.0％となるものでご
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ざいます。平成23年度におきましては、34億7,794万円分の12億4,547万1,000円となり、こ

れが35.8％となったものでございます。この主な比較の内容といたしましては、分母にお

きましては増額の要因がございます。この主の要因につきましては、標準財政規模、○Ｂと

していますけれども、標準財政規模が平成24年度におきましては43億7,581万7,000円とな

り、平成23年度と比較しまして１億7,600万円ほどの増となってございます。また、除せら

れる分子のほうにつきましても減額の要因がございます。主な要因といたしましては、充

当可能基金額、いわゆる基金でございますけれども、平成23年度におきましては28億

6,300万円ほどのものが平成24年度におきましては、○Ｉのところでございますけれども、

34億5,578万6,000円となり、５億9,264万7,000円の増となるものでございます。このよう

な内容といたしまして、分母が大きく変わったことと、また分子についても変わったよう

な内容となり、大きくは基金の積み立て額の増といったものが主たる要因となるものと捉

えているところでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 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７号を終わります。 

 

    ◎日程第９ 報告第８号 

〇田村議長 日程第９、報告第８号 資金不足比率の報告についてを議題といたします。 

 報告を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 報告第８号 資金不足比率の報告について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定により、平成24年度決算

に基づく資金不足比率を次のとおり報告する。 

 平成25年９月２日提出、浦幌町長。 

 記、１、資金不足比率、特別会計の名称、公共下水道特別会計、浦幌町の比率、この比

率につきましては赤字額が発生してございませんので、横線表示となってございます。経

営健全化基準20.0％。以下、個別排水処理特別会計、簡易水道特別会計におきましても浦

幌町の比率につきましては、赤字額が発生してございませんので、横線表示となっており、

また経営健全化基準につきましても同率の20.0％となっており、浦幌町の比率につきまし

てはいずれも下回っている内容となってございます。 

 ２、監査委員の意見につきましては、別紙のとおり意見をいただいてございますので、

後ほどごらんおきを願いたいと思います。 

 なお、１、資金不足比率の詳細につきましては、議案説明資料をもって説明をさせてい

ただきます。議案説明資料11ページをごらんおき願います。⑤、資金不足比率につきまし
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ては、公営企業会計ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率で、資金不足を事業規模

である料金収入と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示す指標と言われており、

本町におきましてはいずれの会計も資金不足が発生していないため比率は算出されませ

ん。 

 以上で報告を終わらせていただきます。 

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８号を終わります。 

 

    ◎日程第１０ 承認第５号 

〇田村議長 日程第10、承認第５号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町立診療所事務長。 

〇佐藤診療所事務長 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、平成25年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正

予算について、次のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求める。 

 平成25年９月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 平成25年７月25日、浦幌町長。 

 記、平成25年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算、別紙のとおり。 

 平成25年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算。 

 平成25年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ36万8,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ２億9,650万3,000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。 

 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省略させてい

ただきます。また、次のページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきまして

も省略させていただきます。 

 次のページをごらん願います。今回の専決処分につきましては、町立診療所給湯用密閉
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膨張タンク修繕にかかわるものでございます。 

 ２、歳入、３款１項諸収入、１目診療報酬収入36万8,000円を追加し、１億6,622万1,000円、

１節保険診療収入36万8,000円の追加。 

 ３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費36万8,000円を追加し、5,784万7,000円、

11節需用費36万8,000円の追加で、議案説明資料12ページに記載のとおり、修繕料の追加補

正となるものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご承認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。 

 これより承認第５号を採決いたします。 

 本件を承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、承認第５号は承認することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１１ 承認第６号 

〇田村議長 日程第11、承認第６号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、平成25年度浦幌町一般会計補正予算について、

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

 平成25年９月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 平成25年８月20日、浦幌町長。 

 記、平成25年度浦幌町一般会計補正予算、別紙のとおり。 

 次のページをごらんおき願います。平成25年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成25年度浦幌町の一般会計補正予算（第５回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ50万円を追加し、歳入歳出の総額を歳
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入歳出それぞれ59億8,811万円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 次のページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略をさせて

いただきます。また、次のページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括につきまし

ても省略をさせていただきます。 

 次のページをごらんおき願います。本補正の主な内容につきましては、町民バスのエン

ジン系統機器の修繕に対する追加補正の内容となるものでございます。 

 ２、歳入、17款繰入金、２項１目基金繰入金50万円を追加し、8,708万3,000円は、１節

基金繰入金で財政調整基金からの繰入金の内容でございます。 

 ３、歳出、３款民生費、３項老人福祉費、４目町民バス管理費50万円を追加し、581万

4,000円、11節需用費50万円の追加は、説明資料13ページに記載のとおり、修繕料の追加補

正となるものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご承認を賜りますようよろしくお願いいた

します。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより承認第６号を採決いたします。 

 本件を承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、承認第６号は承認することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１２ 議案第５１号 

〇田村議長 日程第12、議案第51号 浦幌町税条例の一部改正についてを議題といたしま

す。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 議案第51号 浦幌町税条例の一部改正について。 

 浦幌町税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成25年９月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開きください。浦幌町税条例の一部を改正する条例。 
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 本条例の提案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14ページをごらん願います。新旧対照表につきましては、

16ページから34ページに記載しておりますので、ご参照願います。１、改正の趣旨、地方

税法の一部を改正する法律が平成25年３月30日に公布され、地方税法施行令の一部を改正

する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が平成25年６月12日に公布されたこ

とに伴い、浦幌町税条例の一部を改正するものです。 

 ２、改正の主な内容、１点目につきましては、改正項目、公的年金等に係る所得に係る

個人の町民税の特別徴収、条項番号、第47条の２、改正内容につきましては特別徴収対象

年金所得者が市町村の区域外に転出した場合においても特別徴収を継続することとし、賦

課期日後の転出者の除外規定を削除するものです。 

 ２点目につきましては、年金所得に係る仮特別徴収税額等、第47条の５、改正内容につ

きましては年金所得者の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額を前年度の特別徴

収税額の２分の１に相当する額とするものでございます。 

 ３点目につきましては、上場株式等に係る配当等に係る町民税の課税の特例、附則第16条

の３、改正内容につきましては上場株式等に係る配当所得等の分離課税について特定公社

債の利子が対象に追加されたことに伴う規定の整備をするものです。 

 ４点目につきましては、一般株式等に係る譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例、

附則第19条、改正内容につきましては株式等に係る譲渡所得等の分離課税を一般株式等に

係る譲渡所得等の分離課税と上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組したことに伴

う規定の整備をするものでございます。 

 ５点目につきましては、上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例、

附則第19条の２、改正内容につきましては上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税を新設

したことに伴い規定を新設するものでございます。 

 条文の整理といたしまして、法改正に伴う引用している法令条項、字句等の整理につき

ましては、附則第７条の４、附則第20条、附則第20条の２でございます。 

 ３、施行期日、この条例につきましては、平成28年１月１日から施行する。ただし、次

に掲げる規定は、それぞれに定める日から施行する。 

 47条の２第１項及び47条の５第１項の改正規定並びに改正附則第２条第２項の規定につ

きましては平成28年10月１日、附則第７条の４、第16条の３及び第19条から第20条の５ま

での改正規定並びに改正附則第２条第３項の規定につきましては平成29年１月１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１３ 議案第５２号 

〇田村議長 日程第13、議案第52号 浦幌町国民健康保険税条例の一部改正についてを議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 議案第52号 浦幌町国民健康保険税条例の一部改正について。 

 浦幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成25年９月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開きください。浦幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

 本条例の提案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35ページをごらん願います。新旧対照表につきましては、

36ページから39ページに記載しておりますので、ご参照願います。１、改正の趣旨、地方

税法の一部を改正する法律が平成25年３月30日に公布され、地方税法施行令の一部を改正

する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が平成25年６月12日に公布されたこ

とに伴い、浦幌町国民健康保険税条例の一部を改正するものです。 

 ２、改正の主な内容、１点目につきましては、改正項目、上場株式等に係る配当所得等

に係る国民健康保険税の課税の特例、条項番号、附則第３項、改正内容につきましては上

場株式等に係る配当所得等の分離課税について特定公社債の利子が対象に追加されたこと

に伴う規定の整備をするものでございます。 

 ２点目につきましては、一般株式に係る譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例、

附則第６項、改正内容につきましては株式等に係る譲渡所得等の分離課税を一般株式等に

係る譲渡所得等の分離課税と上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組したことに伴

う規定の整備をするものでございます。 

 ３点目につきましては、上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例、附則第７項、改正内容につきましては上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税を新設

したことに伴い規定を新設するものでございます。 

 条文の整理、法改正に伴う引用している法令条項、字句等の整理につきましては、附則

第11項でございます。 
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 ３の施行期日、この条例につきましては、29年１月１日から施行する。 

 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１４ 議案第５３号 

〇田村議長 日程第14、議案第53号 浦幌町新産業創造等事業の助成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。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 議案第53号 浦幌町新産業創造等事業の助成に関する条例の一部改正に

ついて。 

 浦幌町新産業創造等事業の助成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25年９月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。浦幌町新産業創造等事業の助成に関する条例の一部を改

正する条例。 

 浦幌町新産業創造等事業の助成に関する条例（平成20年浦幌町条例第１号）の一部を次

のように改正する。 

 以下、改正条文の朗読説明につきましては省略をさせていただき、議案説明資料をもっ

て説明をさせていただきます。説明資料40ページをごらんおき願います。１、改正の趣旨

でございますが、社団法人北海道産炭地域振興センターが新たな公益法人等制度に基づく

一般社団法人への移行があったことから名称の変更と、助成する限度額が同センター釧路

産炭地域総合発展基金の本町配分残額を超えていることから、助成限度額の変更及び助成

金交付の取り消し基準、違約加算金と違約延滞金の率を同センターが定める釧路産炭地域

新産業創造等事業助成取扱要領と整合させるため、浦幌町新産業創造等事業の助成に関す

る条例の一部を改正するものでございます。 
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 ２の改正内容でございますが、新旧対照表をもって説明をさせていただきます。次のペ

ージをごらん願います。第１条につきましては、公益法人制度等に基づき名称が変更とな

ったことから、社団法人から一般社団法人へ改正するものでございます。 

 第３条につきましては、助成する限度額を１億円から発展機構釧路産炭地域総合発展基

金の配分残額に改正するものでございます。また、浦幌町の配分残額につきましては

6,270万円となっております。 

 次に、７条でございますが、釧路産炭地域新産業等創造事業助成取扱要領に基づきまし

て、第１項では助成金交付の取り消し基準、第２項では文言の整理、違約加算金の率の引

用、第３項では違約延滞金の率の引用について改正するものでございます。 

 40ページに戻っていただきまして、３の施行期日でございますが、公布の日から施行し、

平成25年４月１日から適用するものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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１５ 議案第５４号 

〇田村議長 日程第15、議案第54号 北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更について

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 議案第54号 北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更について。 

 地方自治法第291条の３第３項の規定により、北海道後期高齢者医療広域連合規約を次の

ように変更する。 

 平成25年９月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開きください。北海道後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規

約。 

 本規約の提案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
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より説明いたします。説明資料の43ページをごらん願います。１、変更の理由、北海道後

期高齢者医療広域連合の構成市町村が負担する共通経費の人口割について、人口割につい

ては前々年度の３月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく人口によると規

定されておりますが、平成24年７月９日に住民基本台帳法が改正されまして外国人登録法

が廃止されたことから、北海道後期高齢者医療広域連合の規約改正を求めるものでござい

ます。 

 ２、変更の内容でございますが、別表第２、備考２中「及び外国人登録原票」を削るも

のでございます。 

 ３、変更の時期、この規約は、地方自治法第291条の３第３項の規定による北海道知事へ

の届け出をした日から施行する。これにつきましては、構成市町村全ての議会において議

決後に広域連合から北海道に届け出をするものでございます。 

 改正後の別表第２、備考２の規定は、平成26年度以後の年度分の負担金について適用し、

平成25年度以前の年度分の負担金については従前の例によるとされております。 

 以上で説明を終わらせてございますので、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１０時５４分  休憩 

午前１１時０９分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けます。 
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    ◎日程第１６ 議案第５５号 

〇田村議長 日程第16、議案第55号 平成25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。 

〇鈴木総務課長 議案第55号 平成25年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成25年度浦幌町の一般会計補正予算（第６回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11億7,215万6,000円を追加し、歳入歳

出の総額を歳入歳出それぞれ71億6,026万6,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債） 

 第２条 地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

 平成25年９月２日提出。 

 次のページをごらんおき願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略をさ

せていただきます。 

 ４ページに移らせていただきます。第２表、地方債補正、変更でございます。起債の目

的、緊急防災・減災事業、限度額２億3,300万、補正前の額でございます。この起債の目的

の中の事業として、役場庁舎耐震・防災改修事業3,300万円、また臨時財政対策債２億円、

それぞれ補正前の限度額につきまして合計８億5,740万円に対しまして、補正後におきまし

ては緊急防災・減災事業の役場庁舎耐震・防災改修事業におきまして７億210万円、これは

本補正にかかわります追加補正にかかわり内容でございまして、６億6,910万円を追加した

中で７億210万円となるものでございます。また、臨時財政対策債２億2,602万6,000円につ

きましても本補正にかかわります内容といたしまして2,602万6,000円を追加したもので、

２億2,602万6,000円となるものでございます。いずれも補正予算書にかかわる内容となっ

ておりまして、記載につきましては８ページの20款町債、１項町債、１目総務債の中に触

れているものとなっているものでございます。議案につきましては、説明資料44ページに

記載の内容となっているものでございます。補正後限度額、緊急防災・減災事業におきま

しては９億210万円となるもので、合計起債額15億5,252万6,000円の限度額となるもので、

起債の方法、利率、償還の方法につきましてはいずれも補正前に同じとなる内容でござい

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省略をさせていただきます。 

 次に、７ページをごらんおき願います。２、歳入、９款１項１目地方交付税１億7,986万

円を追加し、35億4,986万円は、１節地方交付税で、うち普通交付税の内容となるもので、

説明資料44ページに記載のとおり、額の決定によるものの内容でございます。 
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 14款道支出金、３項委託金、１目総務費委託金1,417万5,000円を追加し、2,988万円は、

１節総務費委託金の内容で旧オベトン川環境整備工事支障物件移設補償委託金の内容でご

ざいます。説明資料46ページに記載のとおり、工事施工に伴う立木の移設の内容でありま

す。 

 ３目農林水産業費委託金35万7,000円を追加し、1,542万4,000円は、１節農業費委託金の

追加によるもので農業者年金業務委託金の内容であります。説明資料49ページに記載のと

おり、委託金の額の確定によるものでございます。 

 16款１項寄附金、２目指定寄附金620万円を追加し、1,420万1,000円は、２節ふるさとづ

くり寄附金620万円の追加の補正の内容で、説明資料45ページに記載のとおり、寄附者の増

加に伴う追加補正でございます。 

 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35万5,000円を追加

し、35万6,000円は、１節後期高齢者医療特別会計への繰入金の内容で、特別会計でござい

ますけれども、説明資料60ページに記載のとおり、平成24年度後期高齢者医療特別会計の

決算に伴うものでございます。 

 ２目介護保険特別会計繰入金460万1,000円を追加し、460万2,000円は、１節介護保険特

別会計への繰入金460万1,000円の追加でございます。同じく平成24年度介護保険特別会計

の決算によるもので、説明資料61ページの記載のとおりの内容でございます。 

 次に、８ページをごらんおき願います。２項１目基金繰入金1,075万円を追加し、9,783万

3,000円は、１節基金繰入金で財政調整基金からの繰入金の内容でございます。 

 18款１項１目繰越金２億6,073万2,000円を追加し、２億6,173万2,000円は、１節前年度

繰越金の内容であります。平成24年度一般会計の決算の見込みに伴います２億6,073万

2,000円の追加補正の内容であります。 

 20款１項町債、１目総務債６億9,512万6,000円を追加し、９億5,662万6,000円は、１節

総務債の６億9,512万6,000円の追加で、臨時財政対策債2,602万6,000円、役場庁舎耐震・

防災改修事業債６億6,910万円は、いずれも先ほどご説明させていただきました第２表、地

方債補正によるもので、また説明資料44ページに記載のとおりの内容でございます。 

 ３、歳出、１款１項１目議会費162万4,000円を減額し、7,467万9,000円は、１節報酬162万

4,000円の更正減の内容でございます。議員数13名から12名の１名減の内容になるものでご

ざいます。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費９億6,910万円を追加し、13億341万8,000円

は、13節委託料1,310万円、工事監理委託料でございます。15節工事請負費６億5,600万円、

工事請負費の内容でございますけれども、いずれも説明資料44ページ及び追加説明資料に

記載のとおり、庁舎耐震、防災改修にかかわるもので、13節委託料、15節工事請負費の合

計につきましては６億6,910万円となるものでございます。19節負担金、補助及び交付金３

億円の追加につきましては、北海道市町村備荒資金組合超過納付金の内容でございまして、

説明資料44ページの記載のとおりでございますけれども、北海道市町村備荒資金組合につ
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きましては災害に備えるために資金の積み立て及び積立金の管理運用を行うため、北海道

内全ての市町村で従前から組織された一部事務組合で、各市町村において災害が発生した

ときの応急復旧、町税の減収補填、その他災害に伴う費用に充てるためを目的とした基金

を積み立てて運用を行うものであります。基金を造成する内容としましては、１市町村

5,000万円が限度の義務的普通納付金と市町村が任意で積み立てる超過納付金とで構成さ

れており、平成25年３月末現在で総額742億円の積み立て額となってございます。この基金

をもとに長期及び短期の貸し付け、国債等の債権取得や銀行預金を行い、それらに伴い発

生する利息等を普通納付金及び超過納付金の各市町村積み立て額による配分を行い、浦幌

町は現行普通納付金5,000万円満額の積み立てのみでありますけれども、平成24年度までの

配分額の累計が824万3,000円となり、元金との合計で5,824万3,000円となるものでござい

ます。ちなみに、平成24年度の配分率は、普通納付金で1.08％、超過納付金で0.85％であ

る旨の通知が来ております。災害時においてその財源対策として積み立てた基金の取り崩

しや無利子、または低利の一時借り入れによる対応ができ、本町としても災害時の備えに

任意での超過納付金を積み立て、納付金の増額によるなお一層の安定した財政基盤の強化

を図るものでございます。 

 ２目情報化推進管理費47万2,000円を追加し、１億350万円は、９節旅費25万5,000円、普

通旅費の内容であります。14節使用料及び賃借料21万7,000円は、メディア対応シュレッダ

ー借り上げ料の内容でございまして、説明資料45ページの記載のとおりでございます。 

 ６目財政調整等基金費２億620万円を追加し、２億1,497万5,000円は、25節積立金２億

620万円でふるさとづくり基金積立金620万円の増、公共施設整備基金２億円の追加補正の

内容でございまして、説明資料45ページに記載のとおりとなってございます。 

 ７目企画費850万6,000円を追加し、8,325万4,000円は、８節報償費360万円の追加、12節

役務費150万6,000円の追加につきましては通信運搬費144万、手数料６万6,000円、８節報

償費、12節役務費につきましてはいずれも説明資料45ページに記載のとおり、ふるさとづ

くり寄附増に伴います記念品増の対応となるものの内容でございます。13節委託料120万円

の追加は、支障移転業務委託料として地上デジタル放送に係る光ファイバーケーブルの移

設に伴いますもので、説明資料46ページに記載のとおりでございます。工事請負費220万円

の追加につきましても、同様に説明資料46ページに記載のとおり、地上デジタル放送にか

かわります対応のものでございます。 

 次に、10ページをごらんおき願います。13目諸費535万円を追加し、4,685万円は、13節

委託料500万円の追加につきまして旧オベトン川支障物件移設委託料として、説明資料46ペ

ージに記載のとおり、立木の撤去及び移設にかかわる対応のものでございます。18節備品

購入費35万円の追加は、資料46ページに記載のとおり、地域会館等の暖房器具更新に伴う

ものでございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費3,896万円を減額し、２億9,115万

1,000円は、19節負担金、補助及び交付金9,000円の追加につきまして奉仕員養成研修事業
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負担金でございますけれども、説明資料47ページに記載のとおり、聴覚障がい者の支援に

おける奉仕員養成講座受講負担金の増となるものでございます。28節繰出金3,896万

9,000円の更正減は、平成24年度国民健康保険事業特別会計の決算にかかわるもので、説明

資料57ページに記載のとおりとなるものでございます。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費143万1,000円を追加し、1,518万5,000円は、12節

役務費、通信運搬費の３万4,000円の増、13節委託料、子ども・子育て支援事業計画策定業

務139万7,000円の追加増となるもので、いずれも説明資料47ページに記載のとおり、子ど

も・子育て支援法による支援事業ニーズ調査を行うための経費となるものでございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費97万2,000円を減額し、１億7,526万

6,000円は、13節委託料３万7,000円の更正減、健康診査委託料の更正減で、説明資料48ペ

ージに記載のとおり、国保保健指導事業における国民健康保険調整交付金の内定によるも

のでございます。19節負担金、補助及び交付金12万9,000円の追加につきましては、高等看

護学院設置運営負担金によるもので帯広高等看護学院の暖房ボイラー更新に伴います負担

となるもので、説明資料48ページに記載のとおりでございます。28節繰出金106万4,000円

の更正減の内容でございます。この繰出金の更正減につきましては、平成24年度簡易水道

特別会計決算に伴います繰出金の内容で、説明資料64ページに記載の内容となってござい

ます。 

 ２目予防費145万円を追加し、1,478万7,000円は、13節委託料145万円の追加で、予防接

種の委託料の内容でインフルエンザ予防接種にかかわります個人負担料超過分の助成を対

応するもので、説明資料48ページ及び追加説明資料に記載のとおりでございます。 

 ３目環境衛生費111万6,000円を減額し、3,134万6,000円は、28節繰出金の111万6,000円

の更正減で、平成24年度個別排水処理特別会計の決算に伴います繰出金の更正減で、説明

資料63ページの記載のとおりとなるものでございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費38万1,000円を追加し、3,474万9,000円

は、１節報酬２万4,000円の追加、委員報酬の追加でございますけれども、説明資料49ペー

ジに記載のとおりとなっているものでございます。７節賃金25万2,000円の追加、11節需用

費10万5,000円は消耗品でございますけれども、７節賃金、11節需用費につきましては、い

ずれも説明資料49ページに記載のとおり、農業者年金業務委託金の額の確定に伴うもので

ございます。 

 ６目土地改良費69万3,000円を追加し、8,319万4,000円は、11節需用費69万3,000円で豊

北排水機場ポンプ機器修繕に伴うもので、説明資料49ページに記載のとおりとなってござ

います。 

 ２項林業費、１目林業総務費34万円を追加し、1,669万4,000円は、８節報償費34万円の

追加で、説明資料50ページに記載のとおり、有害鳥獣駆除に伴う追加補正となるものでご

ざいます。 

 ７款１項商工費、２目観光費９万円を追加し、3,029万1,000円は、11節需用費９万円の
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追加で、説明資料50ページに記載のとおり、留真温泉排煙窓の更新に伴います修繕の内容

でございます。 

 次のページをごらんおき願います。８款土木費、２項道路橋梁費、３目道路建設補助事

業費2,200万円を追加し、２億5,693万6,000円は、13節委託料2,200万の追加で、説明資料

50ページから51ページにかけて記載のとおり、町道改良舗装工事及び橋梁の補修、補強に

かかわります設計委託の内容となっているものでございます。なお、橋梁にかかわりまし

ては、津波避難計画に基づいた中での設計委託となるものでございます。 

 ４項都市計画費、２目公共下水道費198万9,000円を減額し、２億2,639万9,000円は、28節

繰出金の198万9,000円の更正減でございますけれども、平成24年度公共下水道特別会計の

決算に伴います繰出金の更正減でございまして、説明資料62ページに記載のとおりとなる

ものでございます。 

 10款教育費、３項中学校費、２目教育振興費２万円を追加し、896万5,000円は、19節負

担金、補助及び交付金において進路指導研究会中学校負担金の増によるものでございます。 

 ５項社会教育費、７目図書館管理費50万円を追加し、3,903万5,000円は、11節需用費に

おきまして教育文化センター空調機器修繕に伴います修繕料の内容となるもので、説明資

料51ページに記載のとおりでございます。 

 ６項保健体育費、３目給食センター管理費25万円を追加し、8,624万4,000円は、11節需

用費25万円の追加によるもので、説明資料51ページに記載のとおり、給食センター調理排

水施設修繕に対応するものでございます。 

 12款１項公債費、１目元金19万5,000円を追加し、７億334万6,000円は、23節償還金、利

子及び割引料で長期償還元金の追加の内容となるものであります。 

 ２目利子42万8,000円を減額し、9,630万9,000円は、23節償還金、利子及び割引料で長期

償還利子の42万円の更正減となるものでございまして、説明資料51ページから52ページに

かけて記載のとおりでございます。 

 13款諸支出金、１項１目過年度支出金26万7,000円を追加し、28万7,000円は、23節償還

金、利子及び割引料26万7,000円の追加で、平成24年度障害者自立支援給付費道費負担金返

還金が２万円、平成24年度障害者医療費国庫負担金返還金が13万1,000円、平成24年度障害

者医療費道負担金返還金が２万8,000円、平成24年度障害児施設措置費給付費等国庫負担金

返還金が８万8,000円といずれも追加の内容でありますけれども、説明資料52ページに記載

のとおり、平成24年度障害者福祉費負担金の額の確定に伴います追加補正となるものでご

ざいます。 

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

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、安藤議員。 

〇安藤議員 総務費の総務管理費、諸費の中の旧オベトン川支障物件移設委託料500万とな

っておりますけれども、歳入のほうで1,417万5,000円の委託金が入っておりますが、この
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差額900万ちょっとありますけれども、この関係ちょっと教えていただきたいなと思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 旧オベトンの支障物件移設につきましては、旧オベトン川沿

いあります立木につきまして、今般旧オベトン川の工事を行うに当たりまして支障になる

物件について道のほうから移設してほしいということでございます。この件につきまして

は、道のほうの積算の結果歳入で見ております1,400万ほどの委託経費といたしましてお金

が交付されまして、かかる移設費用につきましては町のほうで積算した結果500万になって

いると。その結果差額の九百何がしにつきましては、一般財源として使用するという形に

なります。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 ２点伺います。 

 まず、１点目ですが、役場庁舎の耐震、防災の工事に関してですが、これは伺うという

よりも、先ほども特別委員会報告をさせていただいておりますが、その中でも町民、議会

に対して随時の説明求めるというような意見をつけさせていただいておりますが、このこ

とについて私たちも特別委員会でいろいろ質疑させていただきましたが、できるだけ早く

緊急防災債等の認可になれば報告をいただきたい。特に定例会中であれば行政報告等でで

きるだけ早い対応をしていただきたいということが１つと、町民に対してもできるだけ早

く広報等によってこの内容について知らせてほしいなということをお願いをするもので

す。それから、これは当然のことですが、この事業債の満額確保に向け努力されたいとい

うことはこれは当然ですが、その辺も含めてぜひ重ねてお願いをしたい部分でございます。 

 それから、２点目ですが、土地改良費で豊北排水機場における真空ポンプ電動弁の経年

劣化による修理というふうに上がっております。平成20年から開発からの移譲を受けて浦

幌町が管理しているものだと思いますが、経年劣化にはいかにも年数が少ないなというこ

とを思うのです。養老の施設も昨年大水のときの稼働、ポンプ１つ動かなかったと、あれ

はエンジンですか、動かなかったということで十分な機能発揮できていない。非常に年数

たっていないのにこういうことが次から次へ起きているのですが、管理上といいますか、

物そのものに、ポンプそのものに何か管理上の特徴とかそういうことがあって起きるのか。

私は、経年劣化で動かなくなるような状況ではない。そういう面では、これ稼働はたしか

100時間もしていないと思うのです。その辺の状況をもう少し説明していただきたいなと思

います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 私のほうから２点のご質問の中での最初の１点目についてご説明させて

いただきたいと思います。 
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 庁舎耐震、防災改修につきまして調査特別委員会で調査をしていただきまして、種々ご

論議をいただいたところでございます。先ほどのご質問のとおり、委員会報告の中でもあ

りますとおり随時報告といった部分が出されておりました。このことにつきましては、起

債の同意、また最終的な起債の借り入れと、それぞれ日程、スケジュールが例年なされて

おります。このことにつきましては、総務省、国のほうからのそのスケジュールが示され

た中で対応をしていくものでございますから、いついつということはこちらでは申し上げ

ることはできないわけでありますけれども、随時その中で決まっていく部分につきまして

は、その対応という部分については、報告の対応については何らかの形でさせてはいただ

きたいなというふうに思ってございます。通常と違いまして多額を要する、また防災の拠

点ともなる役場庁舎というようなことの捉え方の中でこういった財政の運用も、いわゆる

財源確保ということもご心配なされているという部分もあろうかと思いますので、そうい

ったことを鑑みた中での随時と申しますか、適宜時期を捉えた中での報告という部分をさ

せていただきたいなと。行政報告等も含めた中で考えていきたいと思ってございますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 産業課長。 

〇大山産業課長 ２点目の土地改良費にかかわります豊北排水機場についてでございま

す。今話ありましたように経年劣化、随分早いのでないかということでございますが、通

常この施設については完成したときに耐用年数は大体10年から15年ぐらいではないかとい

うふうには聞いてございます。ただ、今回４月に保守点検をいたしました。その段階では

問題なし、良好に動いていたということの中で、７月下旬になりましてから雨がふえてき

たということで、私どもの担当職員が出向きまして確認に行ったところ、電動弁が電気で

動かなかったということでございます。手動では動かせるというような状況でございます

が、それで業者にすぐ点検をしていただいたところ、今年は雨も少なかったということが

ございますが、豊北排水機場についてはやっぱり海に近いということの中で遊水地の中に

海水が入ってきていると。そういうことの中で、それによる真空ポンプの弁の部分につい

てそういう劣化が起きているというような状況を報告していただいております。通常であ

れば先ほど言いましたように10年なり、状況によっては15年は耐用があるのではというこ

とですけれども、今回についてはそういうような状況で修理が必要ということで補正とい

う形をお願いしてございます。 

 また、今現在応急処置が済んでおりますので、８月にも２回ほどうちのほうで職員が行

って、稼働するかどうかについては確認をさせてもらっていますので、運転については今

現在支障のないような状況になってございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員  

〇杉江議員 １点目の防災、それから耐震の事業に関してでありますが、先ほども説明あ

りました。私たちも総額７億210万、今回の起債対応として６億6,910万ということで、議
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会としましても大きな決断をして、この事業の重要性を判断しているわけですから、ぜひ

先ほどお話ありましたように小まめな対応をしていただきたいということであります。 

 それから、２点目の排水機場の問題でありますが、多分私もその塩の関係というのは予

測しておりました。聞かなければわからないことで、どうして４年ぐらいで経年劣化だと

いうことなのであります。先ほども申しましたけれども、養老での緊急時に十分稼働でき

なかったということも含めて、随時点検していただいているということですから、十分今

後もその辺の対応をしていっていただきたいと。下浦幌は、雨が降ればもう戦々恐々、外

出もできないのがたくさん出るということが現実でございます。十分今後もそうした対応

をしていただけるよう望んでおります。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 当然あのポンプの設置から申しますと、そういう対応ということでござ

います。昨年大変ご迷惑をかけたこともございましたので、職員の中で機器の点検につい

てはその都度行って、場合によっては試運転をさせてもらったりもしてございます。そう

いう中で、これからも台風シーズン等もございますけれども、万全の体制を期していきた

いと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 説明資料の47ページ、社会福祉総務費の中でちょっと伺っておきたいと思い

ます。 

 この中で奉仕員養成研修事業というのがございます。これは、帯広市と平成22年４月に

締結した内容の中で、本町でも今年度においては１名が受講を終了したということがござ

いますけれども、多分職員の方なのかなとは思いますけれども、現在何名おられるのか。

また、この内容についてはどの程度まで奉仕といいますか、お手伝いをできるような形に

なっているのかちょっと伺っておきたいと思います。 

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 ただいま二瓶議員のほうから質問のあった帯広市と結んだ奉仕員の

協定の関係でございますが、まず受講された方につきましては職員ではなく一般の町民の

方であります。 

 障害者自立支援法ができましてからそれぞれ市町村におかれましては、障がい者が日常

的な生活ができるような形の支援を行うというような形で、そういう事業がございまして、

それに対して帯広市が要約養成講座ですとかさまざまな講座を開催していますが、これに

伴って浦幌町の町民が出席した場合にはそれを費用を案分して支出するというような協定

を結んでございまして、今回浦幌町の町民の方１名がこの講座を受講されたということで、

その負担金が発生したということで補正というような形を組ませていただきました。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 
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〇二瓶議員 今回については一般の方ということでございますけれども、障がいを持って

おられる方にとって不便さを感じないような形をとっていただくためにはやっぱり職員の

方にもこういった勉強といいますか、受講していただきながら進めていただきたいと。こ

れ職員の方ではこういった手話が主体になるのか、筆記が主体になるのかちょっとわから

ないのですけれども、この辺というのは把握されているのかどうかちょっと聞いておきた

いと思います。 

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 職員のほうにつきましては、このような手話ですとか要約というよ

うな形の特に講習を受けたというような方は私の把握している限りではございません。し

かしながら、これから今後例えば聴覚障がいをお持ちですとか、そういう方がこのような

手話ですとか、それから要約筆記ですとか、そういうようなものが必要になってくるとい

うようなことでございましたら、その辺のところは職員が講習を受け、そして事業を展開

していくのがよろしいのか、また町民の方が講習受けられてボランティア組織として展開

していくことがよろしいのか、その辺のところを見きわめながら判断して実施していきた

いと考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 説明資料45ページの情報化推進管理費で、自治体クラウド構築関係調査によ

る旅費ということで25万5,000円追加をされておりますので、これをちょっと具体的に説明

を求めます。 

 それと、ふるさと寄附奨励事業としまして620万の追加と、それから総務費360万、それ

から報償費144万円、それと役務費６万6,000円が追加になっております。この実績見込み

の数字なのですが、件数は何件ぐらいで追加になっているのか。それと、単純に差し引き

しますと半分以上の寄附金が経費としてかかっていくということで、これの状況について

町で今後どのような形を、現状維持にするのか、それとも少し何か考え直したほうがいい

のか、その辺町の考え方をお聞きしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまの福原議員の質問の中での１点目に関して私のほうから説明さ

せていただきたいと思います。 

 自治体クラウドの構築関係調査にかかわる旅費についてどのようなことかというご質問

だったかと思います。クラウドという部分につきましては、もう既にいろんな報道等がさ

れておりまして、情報も頻繁に入っているという状況もございますので、クラウドにかか

わっての詳細については省略させていただきますけれども、いずれにいたしましてもいわ

ゆるコンピューターを扱う中で、やはり日進月歩と申しますか、その体系が非常に変わっ
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てきていると。特に通信網を使って、いわゆる端末を複数台を情報を共有しながら、そし

てなおかつ情報の管理、または情報がほかに漏えいしないような、いわゆる機密性の保持

ですとか、そういったことが大きなものとなっております。現在のところは、どこの自治

体もそうでしょうけれども、自賄いの中でのハード整備、またはそれにかかわります機械

を動かすソフトの整備ですとか、あるいは人的配置といったようなことが進められてきて

おります。ただ、これが技術が進歩した中ではいわゆる情報資産を扱う機器、または通信

のインフラ、そういったものを共有できるようにしていこうといったような発想が生まれ

てきております。これがいわゆるクラウドと、大きく言ってクラウドと言われているもの

であります。ただ、このことにつきましては、どのようなクラウド形態が最も望ましいと

いうのもございません。それは、やはり自治体、または使う側によっていろいろな条件が

ございますし、そういった中では機器の選定等もいろいろかかわってくる部分はございま

す。そういう部分として、やはり日進月歩で変わっていきますから、クラウドというもの

にかかわって今後ハード的なもの、ソフト的なものという部分を調査をしなければいけな

いと。これも平成24年度の当初予算において庁内ネットワークのリプレイスにかかわりま

す設計委託ということでの予算もご議決いただきました。この予算の実効性を高めるため

に、設計委託の内容でありますけれども、やはりもっとクラウドにかかわる調査を行って

いきたいと。そして、無理無駄のないような形で進めていきたいなと思ってございますの

で、今般これにかかわります北海道内で知り得ない情報等もたくさんございますので、そ

ういった情報を入手するための調査ということで職員の派遣をもって調査を進めていきた

いなと思ってございますので、こういう内容ということでご理解をいただきたいと思いま

す。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 ２点目のふるさとの寄附奨励事業にかかわるご質問について

ご説明いたします。 

 この事業につきましては、平成20年ぐらいから実施が開始されまして、昨年におきまし

ては10月ぐらいから毎月50件ぐらいだったものが100件を超えるというような人気ぶりを

示しまして、昨年におきましては1,000件の大台を超えたという状況下にございます。本年

度の予算につきましては、当初予算におきましては１件当たり7,000円の収入と見込みまし

て、一応1,000件分を予算措置しております。現在はやはり毎月100件を超える希望者がい

まだありまして、件数がふえることによって１件当たりの単価が若干減ります。それで、

再計算をしまして、一応6,000円と見まして、今現在におきましては2,200件の収入を見込

んでいるところでございます。 

 この寄附に伴いまして当然記念品として、あるいは送料等いろいろ諸経費がかかるわけ

なのですけれども、その部分につきましては、従来から町長のほうからもお話ししている

と思いますけれども、浦幌町を知っていただくいい機会であるというようなこともござい

まして、ましてや件数がふえているということは大変啓蒙活動、啓発にも浦幌町のために
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はなっているというふうに判断しておりまして今現在継続してやっておりますけれども、

やはりいつかの時点においては果たしてこれでいいのかというようなことも検討しなくて

はならないというようなことは当然考えているところでございます。今現在は、このまま

進めていきたいというふうに考えております。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 自治体クラウドということで、非常にハード、ソフト、いろいろと大変な情

報が発展していく中で勉強していかなければならないということもよくわかります。でも、

報道によりますと全道一円にして、町村個々のこういうものではなくて、全道一円で同じ

ような形で推進していくという二、三日前の報道あったと思います。もしそれが実現され

れば、全道でまた別な研修をしていかなければならないというふうな考えがあって、私は

これは道のほうの要請があってこういう調査をしたのかなというふうに思っていたのです

が、またそれとは全然別だということです。それで、その道のほうというか、一円でやる

ものについての今後の考えがあるのか、ないのかお聞きしておきたいというふうに思って

いますし、それからふるさとの寄附奨励事業ということで、浦幌町を知っていただくのに

今年度2,200件ということで非常にたくさんの件数が浦幌町のために寄附をしていただい

たということはうれしいことでございます。ほかの町村のことは余りまだ調査しておりま

せんが、やはりこれはある程度、収入単価も1,000円ばかり下がったということで、なかな

か寄附していただける方には手厚いことをしてあげたいという気持ちもわかりますが、将

来的にはこれは見直していく必要性があるのかなというふうに考えております。課長の答

弁でもそのようなお話がありましたが、これは今後早急に、新年度になりますでしょうけ

れども、まだ多分これ３月までこの状態で持っていけばまた追加の経費が計上されていく

のでないかなというふうに私は思うわけです。このことも今こういうふうにして基金積み

立てということで実績見込みで1,320万ということでありますが、その辺なんかもなるべく

見直す時期が早ければ早いほど経費もかからないかなというふうにも思いますが、このま

までいいのだと、浦幌町はこれでいいのだ、予算をこういうふうにとっていけば浦幌町の

ＰＲも兼ねてということでこのような状況でいいのだということであればいいのですが、

私はもう少し考える余地があるのでないかなというふうに思うのですが、いかがでしょう

か。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 引き続きクラウドに関してご質問ございましたので、それにかかわって

私のほうから説明させていただきます。 

 北海道が確かにクラウドという部分で進めてきてもございます。ただ、浦幌町におきま

しては、現在の機器構成、いろんな機械がありますけれども、その中で特にサーバーが相

当数あるのでありますけれども、この機器の更新というのが来年中にあると。この対応と

いうのがございます。あとは端末については、いわゆるＸＰ問題がございまして、これが
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来年３月いっぱいでたしかサービスができないということがＯＳの会社から言われている

という状況であります。このことは、北海道も当然押さえているところでございます。そ

の端末を今185台ぐらいいろいろ共有しているというその中で23台、ちょっと記憶済みませ

んけれども、二十数台サーバーを持って対応していると。このサーバーについては、情報

の管理ですとかメールのやりとりですとか、またはインターネット回線を通じた中でのエ

クスプローラーの対応ですとか種々ございます。これらを全て北海道が今考えていること

が浦幌町の条件にかなうかということになりますと、まだ詳細についてはこちらまでおり

てきていない状況もございますし、また近々の課題としての浦幌町にとってはサーバー更

新と、それとやはり人的な配置といういわゆる管理上がどこまでできるか、極端な例を申

し上げますと全て機械で賄っていけるのかという部分と人的な配置が必要なのかというこ

とと、またその中で最小限の人的な配置という部分はどこまで当たるのか等々クラウドの

形態によってはさまざま要素がございますので、そういった中で浦幌町にとって一番最適

な方法は一体何かということをやはり今年度予算の中で設計委託まで反映させていきたい

なということを当初から考えてございましたので、このことを進めてまいりたいという考

えでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 ふるさと納税のことについてご質問がありました。本当に最近大きな、大き

なといいますか、多くの人から浦幌への納税をしていただくようになりました。これはい

ろんな理由があると思いますけれども、いずれにしましても浦幌町の特産品に人気が集ま

っているということと、やはりクレジット納入ができるようになったということでポイン

トも付加されるということで、それが大きな伸びにつながっているのかなというふうに思

っています。誰でもどこへでも納税できるという制度ですから、全国的にいろんなやり方

があるのだろうというふうに思っていますけれども、多くの方が浦幌に注目していただい

ているということは大変ありがたいことだなというふうに思っています。 

 今議員からご指摘があった点については、今後どうするのだということでありますけれ

ども、私どもが前から言っているとおり、やはり浦幌町の宣伝といいますか、ＰＲ活動、

全国に向けての納税制度でありますから、そういう面では大変貴重なものだなというふう

に思っています。ただ、今納税していただいて、その形をどうするかということでありま

すけれども、納税していただいた方と浦幌町との結びつき、これを今後どうやって構築し

ていくかということがやはり課題の一つだろうなというふうに思っています。新規の納入

していただいている方もいますし、また本当に当初から５回も６回もリピーターで納入し

ていただいている方もいらっしゃいます。多くの方がいらっしゃいます。そういう人たち

とのこの浦幌町とのつながりをどうしていくのか。できるだけ浦幌町の宣伝マンとして何

とかその人たちが浦幌町のことをより広く宣伝していただければ大変ありがたいなという

ふうに思っていますし、そういう意味では今後この制度については、小口の寄附の皆さん
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でありますけれども、制度を続けてまいりたいと。ただ、先ほどから言っているつながり

をどうやって構築していくか、これについてはちょっと検討する余地もあるだろうなとい

うふうに思っているところであります。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 自治体クラウドの情報もサーバーの更新とか来年に向けての機器の更新とか

ということで、非常にこれからもいろいろと考えていく必要というか、幅が出たかと思い

ます。その辺無駄な更新にならないようにぜひとも気をつけながらやっていっていただき

たいということ。 

 それと、今町長のお話にもありましたが、小口の寄附と、それから大口と言ったら申し

わけないのですけれども、1,000円単位の寄附と、それから何万円とかという寄附の、細か

い話ですけれども、記念品の区分けをしていくのも一つの方法かなと思います。何回も寄

附をいただいているという方もいましたけれども、そこら辺の区分けはある程度していか

ないと、5,000円につき三千何ぼの送料かけて送ったらほとんどもうないような感じで、私

前から感じていたのですけれども、これをどういうふうにして処理していったら本当に行

為のある方が、ふるさと納税に送金をしていただくその行為は非常にうれしいのです。な

かなかできないことなのです、ふだん。ですけれども、浦幌町のＰＲ活動も含めてという

ことで町の方針もわかります。それと、結びつきをどう考えていくかということで、そこ

も本当に重要なポイントではないかなというふうに考えておりますので、今後もいいほう

に対処をしていただきたいと思っております。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 今ふるさと納税を5,000円からの納税ということで浦幌町は受け付けていま

す。何万円とか何十万円という方、納税していただくという方は、なかなかこの納税制度

の中では難しい部分があるのだろうなというふうに思っています。小口の納税をどうする

か、区分けをするのかというのが大変難しいところでありまして、ほかの町では１万円以

上というようなところもあります。ただ、私が考えるのは、やはり納税しやすい制度、こ

れが必要なのだろうなというふうに思っていまして、そういう面では5,000円を１万円に上

げるということが浦幌町にとって本当にいいのかどうかということは考えていかないとな

らない、ちょっと疑問が生じてくるのかなというふうに思っていまして、浦幌町の目的と

しては先ほどから言っているように浦幌町を全国的に知らしめるという制度からいうと、

やはり何といっても納税しやすい制度、これが必要なのだろうなというふうに思っている

ところであります。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 
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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。 

 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００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。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 

    ◎日程第１７ 議案第５６号 

〇田村議長 日程第17、議案第56号 平成25年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予

算を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 14ページをお開きください。議案第56号 平成25年度浦幌町国民健康

保険事業特別会計補正予算。 

 平成25年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,301万9,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ９億4,802万4,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成25年９月２日提出、浦幌町長。 

 15ページの第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略させていただきます。 

 17ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましても省略させていただ

きます。 
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 今回の補正予算につきましては、平成24年度療養給付費等負担金などの精算に伴います

補正と国保保健指導事業の交付金の内定を受けたことによります予算の一部組みかえ、繰

越金の確定に伴います補正が主なものでございます。補正予算の内容につきましては、説

明資料の57ページから59ページに記載しておりますので、ご参照願います。 

 19ページをごらんください。２、歳入、２款国庫支出金、２項国庫補助金、１目財政調

整交付金89万9,000円を追加し、3,323万円、１節財政調整交付金89万9,000円の追加。 

 ３款１項１目療養給付費等交付金300万円を追加し、3,410万円、１節現年度分300万円の

追加、療養給付費等交付金の追加でございます。 

 ８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金3,896万9,000円を減額し、7,191万

5,000円、３節その他一般会計繰入金3,896万9,000円の減額でございます。 

 ２項１目基金繰入金1,000万円を減額し、1,500万円、１節基金繰入金1,000万円の減額、

国民健康保険事業基金繰入金の減額でございます。 

 ９款１項１目繰越金7,808万9,000円を追加し、8,308万9,000円、１節前年度繰越金

7,808万9,000円の追加でございます。 

 20ページをごらんください。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費

700万円を追加し、3,383万2,000円、25節積立金700万円の追加、国民健康保険事業基金積

立金の追加でございます。 

 ２款保険給付費、２項高額療養費、２目退職被保険者等高額療養費300万円を追加し、

900万円、19節負担金、補助及び交付金300万円の追加、退職被保険者等高額療養費払いの

追加でございます。 

 ３款１項後期高齢者支援金、２目後期高齢者関係事務費拠出金1,000円を追加し、１万円、

19節負担金、補助及び交付金1,000円の追加、後期高齢者関係事務費拠出金の追加でござい

ます。 

 ４款１項前期高齢者納付金、２目前期高齢者関係事務費拠出金2,000円を追加し、１万円、

19節負担金、補助及び交付金2,000円の追加、前期高齢者関係事務費拠出金の追加でござい

ます。 

 ８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費53万7,000円を減額し、473万4,000円、

７節賃金42万円の減額、11節需用費３万8,000円の減額、消耗品の減額でございます。13節

委託料７万9,000円の減額、特定健診等委託料の減額でございます。この目の減額につきま

しては、国保保健指導事業の交付金の内定を受けたことに伴い、保健衛生普及費に一部組

みかえをするものでございます。 

 ２項保健事業費、１目保健衛生普及費93万5,000円を追加し、291万9,000円、７節賃金73万

7,000円の追加、11節需用費３万9,000円の追加、消耗品の追加でございます。13節委託料

11万7,000円の追加、特定健康診査等委託料でございます。18節備品購入費４万2,000円の

追加、この目の追加につきましては特定保健指導予備軍に対する早期介入、30歳代被保険

者に対する健診、保健指導を行います国保保健指導事業の交付金の内定を受けたことによ



 － 34 － 

るものでございます。 

 ９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金2,261万8,000円を追加し、2,311万

8,000円、23節償還金、利子及び割引料2,261万8,000円の追加、償還金の追加でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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１８ 議案第５７号 

〇田村議長 日程第18、議案第57号 平成25年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 22ページをお開きください。議案第57号 平成25年度浦幌町後期高齢

者医療特別会計補正予算。 

 平成25年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計補正予算（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46万1,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ7,589万7,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成25年９月２日提出、浦幌町長。 

 23ページの第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略させていただきます。 

 24ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましても省略させていただ

きます。 

 今回の補正予算につきましては、平成24年度後期高齢者医療保険料の精算に伴います北

海道後期高齢者医療広域連合納付金の補正と繰越金の確定に伴います補正が主なものでご
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ざいます。補正予算の内容につきましては、説明資料の60ページに記載しておりますので、

ご参照願います。 

 25ページをごらんください。２、歳入、３款１項１目繰越金46万1,000円を追加し、46万

2,000円、１節前年度繰越金46万1,000円の追加でございます。 

 ３、歳出、２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金10万6,000円を追加し、6,919万

8,000円、19節負担金、補助及び交付金10万6,000円の追加、後期高齢者医療広域連合納付

金の追加でございます。 

 ３款諸支出金、２項繰出金、１目他会計繰出金35万5,000円を追加し、35万6,000円、28節

繰出金35万5,000円の追加、一般会計繰出金の追加でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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。 

（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５８号 

〇田村議長 日程第19、議案第58号 平成25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。 

〇小路谷町民課長 26ページをお開きください。議案第58号 平成25年度浦幌町介護保険

特別会計補正予算。 

 平成25年度浦幌町の介護保険特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ806万7,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ６億5,761万3,000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25年９月２日提出、浦幌町長。 
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 27ページの第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略させていただきます。 

 28ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましても省略させていただ

きます。 

 今回の補正予算につきましては、平成24年度介護給付費負担金交付金などの精算に伴い

ます補正と繰越金の確定に伴います補正が主なものでございます。補正予算の内容につき

ましては、説明資料の61ページに記載しておりますので、ご参照願います。 

 29ページをごらんください。２、歳入、３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費

負担金408万9,000円を追加し、9,285万6,000円、２節過年度分408万9,000円の追加、介護

給付費道負担金過年度分の追加でございます。 

 ６款繰入金、２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金722万7,000円を減額し、397万

9,000円、１節介護給付費準備基金繰入金722万7,000円の減額。 

 ７款１項１目繰越金1,120万5,000円を追加し、1,123万5,000円、１節前年度繰越金

1,120万5,000円の追加でございます。 

 30ページをごらんください。３、歳出、６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２

目償還金346万6,000円を追加し、346万7,000円、23節償還金、利子及び割引料346万6,000円

の追加、償還金の追加でございます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金460万1,000円を追加し、460万2,000円、28節繰出金460万

1,000円の追加、一般会計繰出金の追加でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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２０ 議案第５９号 

〇田村議長 日程第20、議案第59号 平成25年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 
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〇新川施設課長 31ページをお開き願います。あわせて説明資料の62ページをごらん願い

ます。議案第59号 平成25年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算。 

 平成25年度浦幌町の公共下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） 

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

を歳入歳出それぞれ３億4,961万9,000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25年９月２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。 

 次の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。 

 次の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、前年度繰越金の確定と

公共下水道受益者負担金及び報償費の追加補正をするものでございます。 

 ２、歳入、１款分担金及び負担金、２項負担金、１目公共下水道費負担金28万9,000円を

追加し、532万6,000円、１節公共下水道受益者負担金につきましては住宅新築に伴う猶予

地の取り消しに係るものでございます。 

 ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金198万9,000円を減額し、２億2,639万

9,000円、一般会計からの繰入金の更正減でございます。 

 ６款１項１目繰越金173万7,000円を追加し、223万7,000円、前年度繰越金の確定に伴う

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３万7,000円を追加し、480万

円、８節報償費３万7,000円の追加につきましては、受益者負担金前納に係るものでござい

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） 

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。 
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    ◎日程第２１ 議案第６０号 

〇田村議長 日程第21、議案第60号 平成25年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算を

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 35ページをごらん願います。あわせて説明資料63ページをごらん願いま

す。議案第60号 平成25年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算。 

 平成25年度浦幌町の個別排水処理特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,107万4,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ6,392万8,000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。 

 （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25年９月２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。 

 次のページをごらん願います。第２表、地方債補正、変更につきましては、補正後で申

し上げます。起債の目的、下水道事業、限度額2,500万円、個別排水処理施設整備事業、限

度額2,500万円、計2,500万円、補正前に比べ1,040万円の追加でございます。 

 次のページをお開き願います。歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括は省略させて

いただきます。 

 次のページをごらん願います。このたびの補正につきましては、前年度繰越金の確定及

び個別排水処理施設設置基数の増に係る追加補正をするものでございます。 

 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130万円を追加

し、158万円、個別排水処理受益者分担金につきましては、新規設置件数の増に係るもので

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111万6,000円を減額し、2,473万

6,000円、一般会計からの繰入金の更正減でございます。 

 ５款１項１目繰越金49万円を追加し、69万円、前年度繰越金の確定に伴う追加でござい

ます。 

 ７款１項町債、１目個別排水処理施設整備事業債1,040万円を追加し、2,500万円、新規

設置件数の増に伴うものでございます。 

 次の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７万4,000円を追加し、52万9,000円、８節報償費２万4,000円の追加につきましては、受
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益者分担金前納に係るものでございます。27節公課費５万円の追加につきましては、消費

税確定申告に係るものでございます。 

 ２款事業費、１項１目個別排水処理施設建設費1,100万円を追加し、2,700万円、15節工

事請負費1,100万円の追加につきましては、新規設置基数の増に係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） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第60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６１号 

〇田村議長 日程第22、議案第61号 平成25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。 

〇新川施設課長 41ページをごらん願います。あわせて説明資料64ページをごらんくださ

い。議案第61号 平成25年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算。 

 平成25年度浦幌町の簡易水道特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ282万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ４億9,809万6,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成25年９月２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。 

 次の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。 

 次の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、前年度繰越金の確定及

び浄水場施設の修繕料などに係る追加補正をするものでございます。 

 ２、歳入、４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金106万4,000円を減額し、
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１億643万2,000円、一般会計からの繰入金の更正減でございます。 

 ５款１項１目繰越金388万4,000円を追加し、438万4,000円、前年度繰越金の追加でござ

います。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、２目施設管理費200万円を追加し、7,279万

2,000円、11節需用費200万円の追加につきましては、中浦幌取水施設及び浦幌浄水場等の

注入器などの修繕に係るものでございます。 

 ２款１項事業費、１目給水事業費82万円を追加し、２億5,098万4,000円、16節原材料費

82万円の追加につきましては、新規接続戸数増に係る水道メーター及びメーターボックス

の設置に係る材料費でございます。 

 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61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２３ 諮問第１号 

〇田村議長 日程第23、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて。 

 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて。 

 人権擁護委員の候補者について次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項

の規定により、議会の意見を求める。 

 平成25年９月２日提出、浦幌町長。 

 氏名、伊藤光一、生年月日については記載のとおりであります。 

 伊藤光一氏につきましては、浦幌町字末広町17番地１に住所を有しておりまして、浦幌

町において司法書士、行政書士事務所を開業され、人格、識見ともに高く、広く社会の実

情に通じておられます。人権擁護について深いご理解のある方でありますことから、人権
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擁護委員の候補者として適格であると認めますので、伊藤光一氏を人権擁護委員候補者と

して選任し、法務大臣に推薦いたしたく議会の意見を求めるものであります。 

 なお、人権擁護委員の任期は３年間で、現在は飯居暢氏、出口和枝氏が法務大臣から委

嘱されていますが、このたびの推薦により平成26年１月より３名の人権擁護委員体制とな

る予定でありますので、よろしくお願いを申し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 ただいま議題となっております諮問第１号は、伊藤光一氏を人権擁護委員候補者として

推薦したいと意見を求めるものであります。 

 これより質疑、討論を省略し、採決いたします。 

 伊藤光一氏を人権擁護委員候補者として適任であるとすることについて賛成の方は起立

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、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についての件は、伊藤光一氏を適任で

あるとすることに決定をいたしました。 

 

    ◎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。 

 お諮りをいたします。あすから９月５日までの３日間、議事の都合により休会とし、９

月６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９月５日までの３日間、議事の都合により休会とし、９月６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。 

 

    ◎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 １時５７分 


