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開議 午前１０時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は10名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 

    ◎発言の訂正 

〇田村議長 町長から発言の申し出がありますので、これを許します。 

 町長。 

〇水澤町長 議長のお許しをいただきましたので、発言の訂正をさせていただきます。 

 本定例会における３月８日、日程第２の阿部議員の一般質問に対する答弁の中で、起業

創業等促進補助金と申し上げた部分がありますが、正しくは新規創業等促進補助金であり

ますので、おわび申し上げ、訂正させていただきますようよろしくお願いを申し上げます。 

 以上であります。 

〇田村議長 ただいま町長から８日の一般質問における発言の訂正について報告されまし

た。 

 この申し出は本会議の記録に残りますので、これをもって了承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。 

 それでは、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。 

 

    ◎日程第１ 議案第２１号 

〇田村議長 日程第１、議案第21号 平成31年度浦幌町一般会計予算を議題といたします。 

 昨日に引き続き審議を再開いたします。 

 それでは、２款１項11目成人式費から10款３項４目スクールバス管理費までの説明を求

めます。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 それでは、一般会計予算書の39ページ下段から40ページをごらん願いま

す。２款総務費、１項総務管理費、11目成人式費、本年度予算額30万9,000円、この目につ

きましては平成32年浦幌町成人式に要する経費でございます。特に説明を加える事項はご

ざいません。 

 続いて、ページが飛びます。予算書の91ページ下段から92ページをごらんください。あ

わせまして予算説明資料の35ページ中段をごらん願います。10款教育費、１項教育総務費、

１目教育委員会費、本年度予算額258万7,000円、この目につきましては教育委員４人の報

酬、費用弁償などの教育委員会の運営に要する経費でございます。１節報酬につきまして
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は、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の92ページ中段から93ページをごらん願います。予算説明資料は引き続き35ペー

ジ中段をごらん願います。２目事務局費、本年度予算額6,264万5,000円、この目につきま

しては教育委員会事務局の運営や職員の人件費及び小中一貫コミュニティ・スクールに要

する経費でございます。小中一貫コミュニティ・スクールに要する経費は、町の小中一貫

ＣＳ委員と各学校の学校運営協議会委員の謝金等90万9,000円となっております。減額の主

なものは、職員の人件費で124万8,000円の減額でございます。19節負担金、補助及び交付

金については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の93ページ中段から94ページをごらん願います。予算説明資料は35ページ下段で

ございます。２項小学校費、１目学校管理費、本年度予算額6,026万8,000円、この目につ

きましては小学校２校、児童数214名、教職員数27名に係る学校経営、施設維持に要する経

費でございます。減額の主なものは、11節需用費の消耗品で小学校児童用机、椅子購入費

384万4,000円の減、15節工事請負費で上浦幌中央小学校教員住宅新築工事、既設教員住宅

解体工事費など3,650万円の減額でございます。13節委託料、14節使用料及び賃借料につい

ては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書は94ページ下段から95ページをごらん願います。予算説明資料は35ページ下段か

ら36ページでございます。２目教育振興費、本年度予算額1,793万7,000円、この目につき

ましては小学校２校の教育振興のための事務委託、関係団体への事業支援及び学校給食費

補助金に要する経費でございます。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助

費については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の95ページ下段をごらん願います。予算説明資料は36ページ上段でございます。

３目特別支援教育振興費、本年度予算額711万6,000円、この目につきましては特別支援教

育推進のための事業費と特別支援学級を浦幌小学校に４学級、上浦幌中央小学校に２学級

を開設し、その運営に要する経費でございます。学級の内訳は、浦幌小学校に知的障がい

１学級、言語障がい１学級、情緒障がい２学級が、上浦幌中央小学校は言語障がい１学級、

情緒障がい１学級でございます。１節報酬については、説明資料に記載のとおりでござい

ます。 

 予算書の96ページをごらん願います。４目簡易水泳プール管理費、本年度予算額42万

3,000円、この目につきましては上浦幌中央小学校に設置しております学校プールの維持管

理に要する経費でございます。減額の主なものは、11節需用費14万9,000円の減で、プール

玄関建具修繕完了によるものでございます。 

 予算書の96ページ中段をごらん願います。予算説明資料は36ページ中段でございます。

５目学校保健費、本年度予算額274万1,000円、この目につきましては小中学校の児童生徒

及び教職員の健康診断等に要する経費でございます。13節委託料、20節扶助費については、

説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の97ページから98ページをごらん願います。予算説明資料は36ページ中段でござ
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います。３項中学校費、１目学校管理費、本年度予算額7,258万5,000円、この目につきま

しては中学校２校、生徒数91名、教職員数24名に係る学校経営、施設維持に要する経費で

ございます。増額の主なものは、４節共済費と７節賃金で上浦幌中学校の町費負担教職員

２名分の1,090万8,000円の増、13節委託料で浦幌中学校等の屋外運動場ワックス清掃、ガ

ラス清掃委託料108万2,000円の増額でございます。１節報酬、13節委託料、14節使用料及

び賃借料については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の98ページ中段から99ページをごらん願います。予算説明資料は36ページ下段か

ら37ページでございます。２目教育振興費、本年度予算額1,922万7,000円、この目につき

ましては中学校２校の教育振興のための事務委託、関係団体等への事業支援に要する経費、

外国語指導助手の配置に要する経費及び学校給食費補助金でございます。１節報酬、19節

負担金、補助及び交付金、20節扶助費については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の99ページ上段でございます。３目特別支援教育振興費、本年度予算額４万

6,000円、この目につきましては特別支援教育推進のための事業費と特別支援学級を浦幌中

学校に２学級開設し、その運営に要する経費でございます。学級の内訳は、言語障がい１

学級、情緒障がい１学級でございます。特にこの目で説明を加える事項はございません。 

 予算書の99ページ中段から100ページをごらん願います。予算説明資料は37ページ上段で

ございます。４目スクールバス管理費、本年度予算額5,472万5,000円、この目につきまし

てはスクールバス８路線のうち、直営運行５路線、委託運行３路線に係る人件費及び運行

管理費でございます。増額の主なものは、１節報酬、４節共済費でスクールバス運転手の

人件費として110万4,000円の増額。減額の主なものは、スクールバス車庫新築工事の完了

による事業費として13節委託料の実施設計委託料310万円、15節工事請負費2,010万円の減

額でございます。１節報酬、13節委託料については、説明資料に記載のとおりでございま

す。 

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

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。 

 10番、森議員。 

〇森議員 学校管理費の93ページになろうかと思うのですけれども、中央小学校の教員住

宅の建てかえということで、まちづくり計画の中には31年度も入っているのですけれども、

今回この中でないけれども、この辺についての考え方、ちょっとお伺いしたいと思うので

すけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 まちづくり計画の中では計画予定入っておりますが、上浦幌中央小学校

の建てかえ工事につきましては、31年度におきましては政策的予算ということになります

ことから、当初予算におきましては計上されていないような状況でございます。 

〇田村議長 10番、森議員。 
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〇森議員 それからいきますと31年度、32年度ということで、30年度は１棟建てていただ

きました。今の説明でいくとまた順送りになるというような内容なのでしょうか。順送り

ということは、32年度、33年度というような考え方なのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 上浦幌中央小学校の教員住宅につきましては、31年度建設予定というこ

とで31年度予算に計上する予定でおりますが、先ほど申し上げましたとおり、あくまでも

政策的予算というような形の中ですので、31年度予算計上する中で、建設される、されな

いにつきまして６月の補正というような形になろうかと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

〇田村議長 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問で、あわせて補足的に説明させていただきたいと思いま

す。 

 予算の対応ということでございますので、先ほど教育次長が答弁の中でお話しさせてい

ただいたとおり、今般については骨格予算ということの当初予算の計上ということで、政

策にかかわります予算につきましては新たな体制の中で検討という課題が残ってございま

すので、現段階におきましてはこのことについて予算の対応云々につきましては申し上げ

る段階ではございませんので、いずれにいたしましても本年度、翌年度を含めた中で新た

な体制の中で検討がされるだろうということでご承知おきをいただきたいと思います。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 学校管理費の項目になるかと思いますが、直接予算に関係ありませんので、

ページ申し上げませんが、小学校、中学校を通じて関連あると思います。ご承知のように、

国の働き方改革ということが非常に話題になっておりまして、中教審も特別部会というの

が昨年から開催されて、教員の働き方改革の取り組みを提言するという形で年明けに答申

をされたと思います。骨子としては、過労死限界の残業時間が80時間超える実態としては、

中学校の教員で58％でしたか、また小学校の教員で34％がそういう状況にあるという中で

諮問を受けて、年明けに答申をされました。その中では、今の現状の数字を月に45時間ま

で縮減しなさいという提案もありますし、また教職員の給与特別措置法で決めている残業

代のかわりに４％上乗せするという措置がありますけれども、このことについては財源の

問題があると。現状で残業代払えば9,000億円の財源が必要だということで、これには踏み

込まないで先送りされたという状況があると思います。 

 そういう状況を受けて、その後道の教育委員会によって方針の施行という形で各市町村

にいろんな提案があったと思うのですが、大枠でいいですが、細かいこといっぱいありま

す。夏休み中の研修の見直しをして、暇な時期に、暇な時期と言ったら怒られますけれど

も、休みと働き方の改革をしようということで変形労働時間制の導入をしなさいとか、あ

るいは部活に外部人材登用しなさいとか、細かいこといろいろとあると思うのですが、そ
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の辺浦幌の教育委員会としてはとりあえずどんな取り組みをするような対応になっている

のでしょうか、伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育委員会総務係長。 

〇三宅教育委員会総務係長 ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

 学校における働き方改革ということで、学校を取り巻く環境が複雑化、多様化し、学校

に求められる役割が拡大する中において教職員の長時間労働の実態が明らかとなっている

ことから、教員一人一人の心身の健康保持の実現と生き生きと意欲を持って職務に従事で

きる環境を整備することにより学校教育の質の維持、向上を図ることを目的に道教委が作

成した北海道アクションプランの内容を踏まえまして、昨年８月に学校における働き方改

革、浦幌町アクションプランを策定しました。このアクションプランは、平成30年度から

32年度までの３年間において１週間当たりの勤務時間が60時間を超える教員をゼロにする

ことを目標としております。浦幌町の具体的な取り組みとしましては、教員が休養をとり

やすい環境を整備し、心身の健康を保持するため、夏、冬の長期休業期間中に計10日間の

学校閉庁日を設定しまして、今年度実施したところであります。また、部活動指導にかか

わる負担の軽減を目的に、平日１日以上、土日のいずれか１日、計週２日以上を部活動休

養日と設定しまして、教職員や保護者の理解のもと、設定どおり今実施されているところ

です。あわせまして、現在浦幌町教育委員会では勤務時間を客観的に把握するため、パソ

コンを使用した出退勤管理システムの試行を行っています。１月から教育委員会事務局と

浦幌小学校で試行し、３月からは全学校で試行を実施しております。これにより、勤務時

間を意識した働き方が徐々に浸透してきていると教育委員会では考えております。４月以

降は運用を重ね、より客観的で正確なデータの把握に向けて検討を進め、より一層働き方

改革の推進に努めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 アクションプランというのがネットで引きますと出てきますから、ほぼ内容

はわかるのですが、具体的に先ほどもお話ししました例えば中学校の部活の外部人材の登

用とか、それから学校の中での事務の多さから補助員を採用するとか、それから細かいこ

とになりますけれども、新聞報道なんか見ますと教員の登校時間を45分縮めてすることに

よって年間150時間削減されるという案なんかも出ておりまして、そういうことによって、

登校、下校の見守りを教員がやらないで地域の人にお願いするとか、そういうことの徹底

をすることによって勤務時間の改革が相当できるのでないかというような提言もありま

す。それについては、今アクションプランの中でのお話ありましたけれども、それ以外に

今後私今申し上げたような内容においても検討する余地あるというか、今後検討していく

のか伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 教育次長補佐。 

〇高橋教育委員会参事 ただいまのご質問にご説明させていただきたいと思います。 

 関連がありますので、外部コーチについて経過を説明をさせていただきたいと思います。

過去中学校のほうから一競技の指導者がいないという相談を受けまして、内部で検討を重

ねまして、中学校で町内で競技者をやっている方にお話をしまして、外部コーチという形

で入っていただいたという経過がございます。あわせまして、当時小学生の女子が運動す

る機会が少ないという課題もございましたので、一つの競技、小学生、中学生をあわせた

一貫したスポーツを取り入れながら、小学校、中学校に外部コーチを入れながら活動して

いったという経過がございます。なお、この実施については、平成26年度に開始をしたと

いう経過がございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 以前にも小学校の授業の中に英語が取り入れられると、既に始まっているの

だと思いますが、2020年からはプログラミングも始まると。こういう中でどんなふうに対

応されるのですかという議論があったと思います。先生方もそういう準備のために非常に

時間を割くようになって、大変なのだろうなと思うのですけれども、この辺の対応につい

ても、今外国語の先生がおられますけれども、そういう中で対応を今後もしていけるのか。

また、プログラミングの授業についても先生方の中で対応できるのか、また専門家をお願

いしてやっていくのか。いろんなことの準備で先生方が子どもに対する授業の準備をする

時間が少ないという実態があるのだというふうに言われているのですが、その辺の対応に

ついても確認していきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 先ほど答弁漏れもございましたので、あわせてお話をしたいと思います。 

 ご指摘のように、文部科学省の教員の勤務時間、超勤ですね、これの実態調査によりま

すと、小学校の教員で月80時間、これは過労死ラインと言われておりますが、これを超え

ている小学校教員が３割、中学校教員に至っては６割、管理職はそれ以上という実態が明

らかになっておりまして、こうしたことを受けて、国もそうですし、文部科学省、それか

らスポーツ庁、これは大変な事態であるということで、都道府県教育委員会、それから各

学校に対してもこれをともに改善していこうということで通知、通達が参っておりますし、

さまざまなガイドライン等が出されておりまして、それを浦幌町教育委員会もいち早く受

けまして、着手をしているところでございます。 

 ただいまお話のありました部活動の外部講師につきましては、先ほどの答弁であります

けれども、それで終わることなく、継続してその点についても考慮していかなければなら

ないと思いますし、特に外国語が新たに平成32年度から入るということでありまして、そ

れを見越しまして平成30年度、昨年度からＡＬＴ、外国人講師ですね、これを１名増員し
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ていただきまして現在２名体制と、そのうちの１名は２校の学校に専属で入れているとい

う状態でございます。加えて、中学校の英語の教員が小学校に入って、小学校の先生とと

もに英語活動をすると、乗り入れ授業と言っておりますが、これは小中一貫コミュニティ・

スクールを進めておりますので、これに着手をしているというところでございます。なお、

31年度につきましては道教委からの補助もございまして、さらにほかの町と私の町、２町

で１名の英語教員が、１年間に限りですが、配置されるという予定になっております。こ

の方を中心にしながら、中学校の英語教員、小学校の英語教員、そしてＡＬＴとあわせて

小学校の英語活動を充実させていく。その移行期でありますので、そういう万全の体制を

とっているところであります。ただ、それに伴いまして、先生方の勤務も忙しくなってく

るということは避けられないところであろうかと思っております。 

 また、プログラミング教育につきましては、これも移行期でありますので、今オゾボッ

トというロボットを、試しでありますけれども、それを使いまして、これをスタートから

ゴールまでどのようなプログラムを組めば行くのかという、そういうまずは遊びを通して

入っていきたいものだなと考えております。やがてそれが、例えば５年生でいいますと正

多角形をプログラミングしていくと、こういうことにつながっていきますので、そういう

準備に入っていきたいと考えております。 

 そのほか、週２日以上、部活動が一番超勤に対しては多いわけでありますので、これを

どう改善していくかということで、私たちの町では昨年２月から、こういうガイドライン

が出るということを想定しておりましたので、それに先駆けまして働き方改革推進協議会

というものを立ち上げまして、これは校長会を中心に進めているわけでありますが、その

中で今の週２日以上を部活動休養日にすると、平日１日、土曜、日曜日はそのうちの１日

以上です。それから、閉庁日は先ほど申し上げたとおりでありますし、変形労働時間の活

用、これに入っております。それから、学校においては定時退勤日、これを実行していた

だくと、それから出退勤時刻表は先ほど申し上げたとおりであります。 

 そういうことで、少しでも、今教職員がブラック企業と言われかねない、既に言われて

いる、それを改善していかなければならない。その大もとはやはり部活動というものが非

常に大きなウエートを占めておりますので、このあたりは児童生徒、そのニーズもござい

ますし、それから親御さん、保護者の皆さんの期待も大変多うございます。そういう中に

あって今後どうしていったらいいのかということを共通理解を図れるように時間をかけて

話し合いをしながら、同じ方向を向いて、子供たちにとってもバランスのよい教育活動、

教師にとってもそれが削減されていくと、そういうことがいくように努力を重ねいきたい

と考えております。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 今詳しく教育長のほうからお話ありましたけれども、近年学校の子どもたち

の学力もかなり上昇してきたというような方向でありますから、ＣＳも一生懸命やられて、

そういう効果もあるのかなと思いますけれども、せっかくそういう状況になっているわけ
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ですから、先生方にできるだけ子どもに対応する時間をふやしていただくような配慮を委

員会としてはしていっていただきたいなと。今後も今言われたような方向で対応してただ

ければ、子どもは安心して学校行ける環境になるのでないかというふうに期待をしている

ところです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 ただいま議員のほうからご指摘をいただきました。その趣旨に沿って教育

委員会も努力を重ねていきたいと思っております。なお、小中一貫コミュニティ・スクー

ル、取り組んで４年目、今度５年目に入るわけでありますが、実はそれに取り組むことに

よって見方によっては仕事がふえたという方もいらっしゃるのですが、そうではありませ

ん。小中一貫コミュニティ・スクールは、実は働き方改革に大いに役立っているというこ

とであります。具体的に言いますと、これは町民総ぐるみで子どもたちの教育を支えてい

くということですから、より多くの皆さんに学校支援ボランティアという形で学校に入っ

てきていただいておりますので、その分でも取り組んでいないところよりは教職員の負担

が軽減、その方向に向かっているというふうに考えております。 

 また、学力につきましても地域の皆さんのおかげで徐々に上がってきて、今は浦幌町も

全道、全国を超えるという状況になってきておりますので、ますますこれを充実させなが

ら、ご指摘いただきましたように教職員の働き方改革、具体的に進めてまいりたいと考え

ております。 

〇田村議長 おわびを申し上げます。 

 先ほどの答弁者の表現を高橋参事を補佐と申し上げまして、失礼いたしました。 

 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 予算書99ページ、説明資料が37ページ、スクールバス管理費の報酬と委託料、

この関係についてちょっとお聞きしたいと思います。 

 まず、報酬のほうのスクールバス運転業務報酬について５名ということになっておりま

すけれども、この方の身分はどのようになっているのかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長補佐。 

〇佐藤教育次長補佐 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 浦幌町のスクールバスにつきましては、現在８路線運行しておりまして、そのうち３路

線につきまして業者による委託運行としておりまして、残り５路線につきまして直営で運

行しております。そのうち嘱託職員として５名を町で雇用いたしまして運行を図っている

状況でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 嘱託職員ということなので、わかりましたけれども、この方々の１日の勤務
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時間といますか、運転業務の規制される時間はどのくらいなのか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長補佐。 

〇佐藤教育次長補佐 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 夏時間と冬時間がございますが、基本的には１日７時間45分ということで勤務に当たっ

ていただいておりますが、朝６時30分から勤務が始まりまして、登校の業務が終わりまし

て一旦休憩をされまして、午後からまた下校の時間ということで、夏と冬が１時間下校の

時間が違いますけれども、合わせまして７時間45分ということで勤務に当たっていただい

ております。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 わかりました。 

 それで、この委託料のほうです。３路線で業務外行事というのが合わせて2,371万

6,000円、これは業務外行事とスクールバスの運転業務とどのぐらいの金額なのか、ちょっ

と教えていただきたい。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長補佐。 

〇佐藤教育次長補佐 2,371万6,000円の内訳でございますが、約1,800万円程度、運行委託

ということで登下校の委託につきましての予算でございます。残りの約500万円につきまし

ては、登下校以外の学校行事、部活動等の外部委託といいますか、登下校以外の運行委託

につきまして予算を計上して、合わせて2,371万6,000円ということで計上させていただい

ております。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 この辺の金額わかりましたけれども、こういうことであれば、全部嘱託職員

という考えはできないのかどうかお聞きしたいと思います。ということは、３路線で

1,800万円ということは１人600万円ですよね。先ほどの報酬でいきますと、割り算すると

１人大体330万円から340万円かなと思うのです。それでいくと本当に開きがあるのかなと。

こういうことであれば、３路線に業務外行事の方１人、２人増員しても2,300万円の金額に

はならないのかなと思うのですが、その辺についてお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長補佐。 

〇佐藤教育次長補佐 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 1,800万円という３路線の委託につきましては、登下校の業務ということで、毎年入札に

おきまして業者を選定して、登下校の業務に当たっていただいております。残りの500万円

につきましては、部活動ですとか大会等の土曜日、日曜日、そういった業務が主なもので
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ございまして、それ以外の先ほど申し上げました嘱託職員の７時間45分の勤務時間内にお

きます学校行事、例えば社会科見学等がありますが、そういった業務につきましては嘱託

職員が直営で運行に当たっておりまして、外部委託はしておりませんので、年々外部委託

の発注額は減っている現状にございます。ただ、土曜日、日曜日、あるいは時間外という

部分がありますので、そこにつきましては十勝管内の各業者さんに、見積もり合わせにお

きましてその乗車する人数等も考慮しましてバスの大きさを選定しまして、外部委託をし

ている状況でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 わかりますけれども、先ほど言ったように嘱託職員を５名なら５名、この委

託料に関係するところをそういうふうにしていけば金額も、半分にはなりませんけれども、

相当な削減になってくるのでないかなと思いますけれども、ただ今年度はこのような形で

今後委託される業者もある程度いると思いますから、あれですけれども、この辺総体的に

今後考えていくべきかと思いますけれども、その辺について。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいま安藤議員のご質問でございますが、先ほど佐藤補佐のほうから

説明があったとおり、1,800万円につきましては登下校における委託料、そして500万円に

つきましては業務外の生徒等の送迎による委託料ということで、主に部活ですとか、大会

等ですとか、土日の運行というような話を説明させていただきました。実際問題登下校に

つきましては、先ほど申し上げたとおり勤務時間が７時間45分という中での勤務時間で委

託をしておりますので、土日勤務となりますと週40時間以上の勤務ということになること

も考えられますから、そういうことを考えるとそこで働く方の労働環境も整えてやらなけ

ればならないのかなということも考えられますので、登下校の委託、そして業務外の委託

という形で分けさせていただいているという流れでございますので、ご理解いただきたい

と思います。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 土日だとか、そういう業務外の行事といいますか、そういうのはわかるのだ

けれども、結局嘱託の職員の人数をそれだけ多くしておけば、週40時間だとか、そういう

のは問題なくクリアされるのかなと思いますので、私は今後のためにもその辺は検討願い

たいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいま安藤議員のご質問に対してでございますけれども、先ほど来繰

り返しになりますが、労働者の労働勤務時間、労働環境ということもございますけれども、

今安藤議員からのご質問がありましたので、その辺のところはこちらのほうで再度調査し
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てまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問にかかわっての答弁に当たって、補足的に答弁させてい

ただきたいと思います。 

 まず、１点は、業務形態におけるスクールバスの運転業務、嘱託というのにつきまして

は町のバスを使ってその方々に運転業務を行っていただくというのが第１点でございま

す。それから、運転業務の委託というのは、町がバスを抱えるものではなくて運行業者が

バスを保持をして、その運行会社のバスをもって運行していただくと、こういった形態に

なってございます。当然そうしますとその経費がそれぞれの算定が変わってきますので、

まず前段にそのことについてお話をさせていただきたいと思います。スクールバスの嘱託

にかかわりましては、嘱託職員５名ということでこの金額でありますけれども、先ほどの

答弁の中にも直営路線を抱えておりますので、町職員、正職員がそれにプラス１名という

ことで６名の対応で行っていると。そうしますと、この報酬にかかわりまして正職員の人

件費、それから町が抱えておりますバスの経費、これらもろもろが加わってきます。一概

にこの金額に幾らというふうな形ではのせておりませんので、なかなかわかりづらいとい

う部分がございますけれども、いずれにいたしましてもそういう形態にあるということで

まず１点ご承知おきいただきと思います。 

 また、嘱託にかかわりまして、確かに嘱託という方法が一つの方法であって、ただご存

じのとおり、新聞報道等でも言われております。土木作業においてもなり手がいないと、

そういった部分もございますし、また運転業務においても募集してもなかなか見つからな

いといったようなこともございます。スクールバスの嘱託にかかわる運行ということでも

かなり町内の調査もした中で、業者含めて運行の職員を抱えるだけの部分が非常に厳しい

といったようなお声もございましたので、現在のところ併用という形でさせていただいて

おります。そういったもろもろの総合的ないろんな要素が絡み合ってこんな形態をさせて

いただいているということでなってございますので、一つの方法にこだわっていくことが

できないという部分も現状としてはございます。ただ、ご指摘のとおり、効率をもって町

政の執行としては財政運営をしていかなければいけませんので、そういったことについて

はいろんな要素が絡み合った中での総合的な判断をその都度せざるを得ないという状況に

もあるということでございますので、このことについてはご承知おきをいただきたいと思

います。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 副町長の言う話はある程度わかりました。ただ、スクールバスって今何台あ

るのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長補佐。 

〇佐藤教育次長補佐 ただいまのご質問にお答えいたします。 
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 全８路線でございますので、スクールバスは８台所有してございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 ８台というのは町の車なのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長補佐。 

〇佐藤教育次長補佐 ただいまのご質問でございますが、８台のうち、中型、38人乗りが

２台、コミューター、14人乗りが６台の計８台でございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 そしたら、路線分は町の車で走行できるということでよろしいのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長補佐。 

〇佐藤教育次長補佐 ただいまのご質問でございますが、以前は委託業者がバスを所有し

た中で貸し切りバスということで運行委託をさせていただいておりましたが、平成30年度

からそれができないということでございましたので、平成29年度の補正予算におきまして

コミューター、14人乗りのバスを６台購入させていただきました。あわせまして、中型、

38人乗りのバス１台購入させていただきまして、現在は町所有のバスを委託業者に３台貸

し付けまして運行を委託している状況でございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 次に、10款５項１目社会教育総務費から６項３目給食センター管理費までの説明を求め

ます。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 一般会計予算書の102ページをごらん願います。あわせて予算説明資料の

37ページ中段をごらん願います。５項社会教育費、１目社会教育総務費、本年度予算額

5,266万9,000円、この目につきましては社会教育、文化振興及び文化財保護並びに関係団

体への事業支援、そして職員人件費に要する経費でございます。増額の主なものは、職員

の人件費で1,064万7,000円の増額でございます。１節報酬につきましては、説明資料に記

載のとおりでございます。 

 予算書の103ページをごらん願います。予算説明資料は引き続き37ページ中段をごらん願

います。２目公民館運営費、本年度予算額3,371万4,000円、この目につきましては町内４

つの公民館の管理運営と施設維持に要する経費でございます。減額の主なものは、11節、

印刷製本費で隔年発行による町民文芸誌印刷代86万円の減、15節工事請負費で上浦幌公民

館玄関ポーチ改修工事による50万円の減額でございます。１節報酬、７節賃金、13節委託

料については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の104ページをごらん願います。予算説明資料は37ページでございます。３目博物
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館費、本年度予算額163万7,000円、この目につきましては博物館の企画展や資料収集及び

保存などの管理運営に要する経費でございます。１節報酬については、説明資料に記載の

とおりでございます。 

 予算書は引き続き104ページの下段になります。４目高齢者学級開設費、本年度予算額

40万8,000円、この目につきましては高齢者を対象として４つの公民館ごとに開設している

４寿大学の運営費と寿大学生が一堂に会する４寿大学交流会の事業に要する経費でござい

ます。この目につきましては、特に説明を加える事項はございません。 

 予算書の105ページをごらん願います。予算説明資料は引き続き37ページ下段でございま

す。５目青少年教育費、本年度予算額385万9,000円、この目につきましては少年教育や子

ども会活動、洋野町との相互交流事業に要する経費で、平成31年度からの相互交流事業は

隔年実施となるため、本年度は派遣事業を８月に、受け入れ事業を１月にと同年度で実施

いたします。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金については、説明資料に記載のと

おりでございます。 

 予算書は105ページ中段でございます。６目家庭教育学級開設費、本年度予算額12万円、

この目につきましては浦幌小学校と上浦幌中央小学校の校下に開設されている家庭教育学

級２学級の運営に要する経費でございます。この目は、特に説明を加えることはございま

せん。 

 予算書の105ページ中段から106ページをごらん願います。予算説明資料は37ページ下段

から38ページでございます。７目図書館管理費、本年度予算額4,047万6,000円、この目に

つきましては図書館の管理運営及び教育文化センターの維持管理に要する経費でございま

す。増額の主なものは、12節役務費で教育文化センター電話機更新に伴う通信料45万

6,000円の増、14節使用料及び賃借料で図書館システム賃借料94万3,000円の増額でござい

ます。１節報酬、11節需用費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、18節備品購入費につ

きましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の107ページをごらん願います。予算説明資料は38ページ上段でございます。６項

保健体育費、１目社会体育総務費、本年度予算額1,434万8,000円、この目につきましては

社会体育事業及び関係団体への事業支援と職員人件費に要する経費でございます。増額の

主なものは、職員の人件費で166万2,000円の減額でございます。１節報酬、19節負担金、

補助及び交付金につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の107ページ下段から108ページをごらん願います。予算説明資料は38ページ上段

でございます。２目社会体育施設費、本年度予算額7,431万2,000円、この目につきまして

は町民球場、アイスアリーナ、町民スケートリンク及び学校開放事業並びに指定管理者に

管理を委託しているパークゴルフ場、総合スポーツセンター、浦幌スイミングプール、健

康公園に要する経費でございます。増額の主なものは、13節委託料でパークゴルフ場指定

管理者の更新に伴う指定管理委託料184万6,000円の増でございます。減額の主なものは、

15節工事請負費で浦幌パークゴルフ場センターハウス床改修工事、バンカー改修工事、ス
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イミングプール排水施設改修工事の完了により260万円の減額でございます。11節需用費、

13節委託料、18節備品購入費については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の108ページ下段から109ページをごらん願います。予算説明資料は38ページ下段

でございます。３目給食センター管理費、本年度予算額7,632万9,000円、この目につきま

しては学校給食センターの管理運営及び施設維持に要する経費でございます。増額の主な

ものは、７節賃金は調理員賃金による69万1,000円の増、13節委託料はボイラー設備機器等

の保守点検業務委託料50万円の増額でございます。減額の主なものは、職員の人件費で

1,057万8,000円の減額でございます。１節報酬、13節委託料につきましては、説明資料に

記載のとおりでございます。 

 予算書の110ページをごらん願います。新学校給食センター建設に係る経費として目立て

していました給食センター改築事業費は、平成30年度に外構工事の一部と旧給食センター

の解体工事が完了したことにより、今回廃目整理といたしました。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、よろしくご審議願います。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 108ページから109ページ、予算のお金のことではないのですが、給食センタ

ーのことでお伺いしたいと思います。 

 今現在アレルギーを持っている児童数というのでしょうか、何人ぐらいいらっしゃるか

ちょっと確認をしておきたいと思います。それと、新入生、１年生という、その方の中で

もアレルギー疾患者がいるかどうか確認をしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育委員会参事、給食センター所長。 

〇関谷教育委員会参事 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 現在アレルギー対応者は４名でございまして、そのうち小学校が２名でございます。新

入学児童は１名の予定でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 今現在は４名ということで、新入が１名でしたら合計で５名ということにな

るのでしょうか。確認しておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 給食センター所長。 

〇関谷教育委員会参事 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 現在小学生が２名でして、あと幼稚園児童が２名でございます。その幼稚園児童のうち

の１名が小学生に上がる予定でございます。４名は変わりございません。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 
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〇福原議員 アレルギーをお持ちの方の状況はどのような状況か、事前調査していると思

うのですが、その内容というのでしょうか、その辺をお聞きしたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいまアレルギーをお持ちの方の内容というようなご質問です。 

 内容につきましては、あくまでも個人的な情報によるものですので、この場においては

内容についての説明は控えさせてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 個人情報ということでお答えはいただけない。ですが、父兄の間では、給食

が７割方食べられない子どもさんもいらっしゃる。それと、乳と、それから卵のアレルギ

ーを持つお子さんもいらっしゃって、非常に神経を使って学校のほうへ登校させているよ

うなのです。それで、７割方食べられないという子どもさんの、直接ではないのですが、

相談がありました。せっかく給食センターにすばらしいアレルギー室をつくったのに、な

ぜ使用できないのか、その辺の確認をしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 給食センター所長。 

〇関谷教育委員会参事 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 新しい給食センターは、食物アレルギーを有する児童生徒に給食が原因となるアレルギ

ー症状を発症させないアレルギー食調理室を新しく設置いたしました。調理の過程でアレ

ルギーの原因となる食品を除いた給食を提供することができる除去食対応施設として整備

をいたしました。当初の計画では、今年の１月からアレルギー食調理室において乳と卵を

除去した給食を試行し、４月より本格提供を開始する予定でおりました。しかし、給食セ

ンターの業務を併任しております栄養教諭が昨年８月から産前休暇を取得しており、その

代替の栄養教諭は食物アレルギー除去食の対応経験がなく、除去食の調理を担当するまで

の時間的余裕がない現状でございます。こうしたことから、食物アレルギー除去食の提供

開始については当初の予定でありました今年４月からの本格提供は不可能な状況であり、

開始時期が延びることが予想されております。教育委員会としましては、今後も引き続き

安心、安全な食物アレルギー対応給食を提供することができる体制づくりに鋭意努力して

まいりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 現在産休中ということで、去年ですか、代替の栄養教諭が入っているという

ことで、これは栄養教諭という資格は、アレルギーのことを勉強しないでこの資格は取れ

るのでしょうか。ちょっとお伺いしておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいま給食センター長から説明がありましたが、現在産休の代替とし

て浦幌町給食センターに配属されております栄養教諭につきましては、アレルギー対応の

経験がまずないと、浦幌に配属される前に他町の給食センターにおりましたが、そこでも

アレルギー経験がないということでございます。アレルギー調理の経験がないという中で、

アレルギーを除去するというような調理になりますと、まかり間違えば人の生命にかかわ

ることも考えられますので、まずその栄養教諭が昨年の８月に入ってきたばかりなもので

すから、給食センターも新しくなりまして、まず現場になれていただくということが最優

先ということで考えておりました。それで、今現場のほうには、大体８カ月ぐらいたちま

すので、なれてきておりますが、しかしながらアレルギー調理という経験がないというこ

とですので、早急にこの調理室を動かすということは今のところできないというところで

ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 私は、栄養の資格を取るのに、アレルギー対応のことは習ってこないでそう

いう資格が取れるかどうかということをお聞きしたのです。答弁になっていないと思うの

ですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 もちろん栄養士資格を取るということになると、アレルギー対応のそれ

ぞれの勉強はしてきているということだということでございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 私も詳しくは調べてはいないのですが、当然そういうことも学校というか、

資格の中で勉強されて、有資格者になってあちこちの町村で働いていると思います。ただ、

アレルギーの食材を除けばいいという簡単なものではないのかもしれません。卵だから卵

だけというわけではなく、ほかの調味料の中にもそれが入っていたりということが多々あ

ります。でも、現在は非常にアレルギーの食品に対していろんなものが出てきております。

そういうことを教育委員会の給食センターのお願いというか、命令として、努力をするよ

うな措置はとれないのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 栄養教諭につきましては、そういう資格を有してきております。ただ、正

規で入っている場合は初任者研修というのがあるのです。特にアレルギーについては生命

にかかわることでありますので、そういった研修を通しながら、実践を積みながら実際に

当たっていくと。この方は、先ほど申し上げたプライバシーにかかわりますけれども、臨

時でかわりに来ていただいているということがございますので、初任者研修を受けるとい

うことは法的にできません。そういうことがあって、私たちとしては慎重に対応していき
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たいというふうに考えているところでございますので、このあたりはご理解いただきたい

と思います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 本当に立派な施設ができて、使用ができないということは宝の持ち腐れ、８

月から栄養教諭の方が復帰されてから、ぜひともアレルギーのほうも力を入れてきちっと

した対応をしていただきたいというふうに思っております。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいま福原議員のほうからしっかりと対応というようなお言葉があり

ました。確かに新給食センターにはアレルギー調理室というような施設を整備しましたの

で、今後におきましてはアレルギー対応調理ができるようにしっかりと体制づくりをして、

アレルギーをお持ちの子どもたちに安全、安心な給食を提供していけるように努力してい

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 予算書の103ページ、公民館運営費、説明資料の37ページです。公民館の関係

なのですが、吉野公民館についてちょっとお話をしてみたいと思います。昨日も避難訓練

のお話をさせていただきましたが、実はトイレの問題です。まず１点です。平成28年の８

月30日に十勝川の増水によって避難指示が出されました。多くの方が避難されたのですが、

町長もご承知だと思うのですが、町長何回も吉野公民館へ足運ばれまして、下で状況説明

するよということで来ていただきましたけれども、その際に２階からすぐおりてこれない

人がいるのだということで、わかったよ、２階行くよ言って、下と上で両方で状況説明し

ていただいたのは私も状況見ております。そうやって避難で集まっていただいた人たち、

それから今年の避難訓練で集まった人たちの共通した意見です。トイレの洋式化をもっと

進めてほしいと、男子と女子のところ１つずつ洋式になっているはずです。これだけ緊急

時、あるいは訓練含めて住民の方が言っていますから、このことについては吉野公民館運

営審議会委員ですか、その会議でも平成28年にその意見が出されているはずです。教育委

員会のほうも把握していると思うのですが、書いたものもございました。ですから、公民

館の整備については、中央公民館何とか一段落ついたのかなと思いますけれども、各公民

館は新しくないです。ですから、年次計画で順次進めるということなのか、吉野の場合は

今申し上げたようにいろんな状況の中で、せっぱ詰まっているとは言いませんけれども、

こういう状況で利用している中では早い時期に手をつけていただきたいなという状況にあ

るのですが、これは災害対応ということもありますから、教育委員会だけで教育予算の中

で進められるのか、災害対応ということでも手をつけれるのか含めて、教育委員会、総務

のほうでも思いがあればよろしいですけれども、お聞きをしておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 
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〇熊谷教育次長 ただいま吉野公民館のトイレのご質問がございました。 

 吉野公民館につきましては、トイレが６個中、洋式が２つというような状態になってお

ります。確かにこの整備につきましては、平成８年にトイレを改修しているような状態で

ございまして、改修してから既に20年以上たっているというような状況でございます。そ

の中身で、確かに施設につきましても洋式のトイレは非常にスペース的には狭いというよ

うな問題もございまして、利用者の方には大変ご不便をかけているのではないかなという

ふうに思われます。そんな中で、今後各トイレの改修計画というようなご質問だったと思

いますけれども、これにつきましては公民館につきましては既に中央公民館は改修を終わ

っておりますので、あと３つの公民館がございます。この３つの公民館につきましても既

に洋式化されておりますが、100％の洋式化ではないというようなことがございますので、

公民館のトイレの洋式化、また公民館以外の町の公共施設もございますので、町の公共施

設、そして公民館、それぞれの洋式化、その辺の状況を配慮しまして、整備に当たりまし

ては今後さまざまな状況を把握しながら、多分整備の優先順位もあろうかと思いますので、

計画的な整備ということも考えていかなければならないのかなと。これにつきましては、

財政状況もいろいろとありますので、財政状況も考慮しなければならないというようなこ

とがございますが、計画的な改修ということも考えていかなければならないかなというふ

うに思っております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 今説明ありましたけれども、財政状況もちろんなのですけれども、仕事の優

先順序というのあると思うのです。財政状況って言われましたので、総務のほうもどんな

ふうに考えるか、ちょっと伺っておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 これは全てにかかわることでありますけれども、いろんな事案があります。

まさに議員指摘されているように、トイレの洋式化というのはこれは時代の流れでありま

すから、公民館だけでなく、今公営住宅も含めて進めていく必要があるということであり

まして、必要か、不必要かといえば必要があるだろうというふうに思っています。ただ、

今この段階で来年どうするのだというふうに言われても、これは私の立場としても大変困

るわけでありまして、財政的な部分と、そして予算の部分がありますから、予算をどうし

て計上していくかというのは今後６月議会に政策的な判断をして予算計上していくという

ことでありますので、今言えることは、必要か、不必要かという判断だけは言えるけれど

も、それをどうしていこうかということについての政策判断はこの段階ではなかなかでき

ない。答弁できないということで、ぜひご理解をいただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 町長の言うこともっともでわかるのですが、住民の生活は毎日刻々と進んで
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おりますから、優先順序も十分配慮されて今後取り上げていただけるようにということを

思っております。 

 関連してですけれども、公民館の補修といいますか、については順次やっていただいて

いるのですが、吉野公民館も調理室の床であるとか、そのほかカーテンであるとか、いろ

んな運営審議委員さんからの意見は出ていると思います。そういうことを把握されて、順

番にとか、順次取り組むとかというのもわかりますけれども、どうもあいまいであります

から、その辺、きのうもいろんなことで申し上げましたが、予算のこともありますけれど

も、必要性、毎日使っている施設ですから、何とか配慮してほしいものだというふうに思

っています。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 公民館の整備についてでございますけれども、公民館は築何十年もたっ

ておりますので、整備をしていかなければならない部分も出てきていることと考えられま

す。その中で、優先的に整備をしなければならないというものにつきましては、計画的に

整備計画を立てながら、改修というか、修繕をしていくというような考え方のもとで進め

ていきたいと思いますので、よろしくご理解のほどお願いいたします。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 それで、公民館に関してもう一点ですけれども、吉野公民館は非常に階段が

狭いのです。それで、足の不自由な方が上がりおりするための施設がどうもつけにくいと

いうのか、つけれないというのか、その辺長い間こういうお話ししていると思います。で

すけれども、狭いからつけれないのか、つけようという考えがないのか。階段にそういう

施設ができないのだったら、吉野公民館の２階の避難所に使う部屋をどうするのか。先の

こともう少ししっかり考えて結論出してください。どうでしょう。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 確かに吉野公民館の２階に上がる階段は、ほかの公民館に比べて狭いで

す。昇降機をつけれるかどうかということにつきましては、こちらのほうで調査をしてま

いりたいというふうに考えておりますが、その中で昇降機がつけれないというようなこと

になりましたら、また次の手だてを考えていかなければならないのかなと思います。ただ、

２階に上がって利用される方のご不便を考えると何か方策を考えていかなければならない

のかなというふうに思われますので、まずは昇降機をつけられるスペースなのかどうなの

かというところを調査していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 これをもって歳出の審議を終了いたします。 
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 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、暫時休憩をいたします。 

 

午前１１時２１分  休憩 

午前１１時３５分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 これより歳入の審議を行います。 

 初めに、８日に説明を受けた第３表、地方債までの質疑を許します。質疑はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 それでは、１款町税から12款使用料及び手数料までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 予算書の12ページをお開き願います。あわせまして説明資料は２ページ

をごらん願います。２、歳入、１款町税、１項町民税、１目個人、本年度予算額２億1,499万

円、現年度課税分は平成29年収入に基づく平成30年度課税標準額をもとに積算をしてござ

います。内容につきましては、説明資料２ページに記載のとおりでございます。 

 ２目法人、本年度予算額4,200万1,000円、現年度課税分は158法人に係るものでございま

す。内容につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ２項１目固定資産税、本年度予算額３億354万9,000円、現年度課税分は平成30年度課税

標準額をもとに積算をしてございます。内容につきましては、説明資料に記載のとおりで

ございます。 

 ２目国有資産等所在市町村交付金、本年度予算額75万2,000円、北海道が所有する固定資

産の貸付資産に対する固定資産税相当分として市町村に交付される分でございます。 

 ３項１目軽自動車税、本年度予算額1,584万8,000円、原動機付自転車を初め４種類、

3,070台に係るものでございます。内訳につきましては、説明資料２ページ下段から３ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 ４項１目町たばこ税、本年度予算額3,165万円、現年度課税分は紙巻きたばこ及び旧３級

品紙巻きたばこで、内訳につきましては説明資料３ページに記載のとおりで、昨年より68万

本減で算定をしております。 

 次の13ページをごらんください。５項１目入湯税、本年度予算額177万8,000円、説明資

料に記載のとおり、留真温泉における中学生以上の日帰り入浴者２万5,400人分を前年度と
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同様見込んでいる内容でございます。 

〇獅子原総務課長 引き続き予算書、同じく13ページをごらん願います。あわせまして予

算説明資料３ページをごらん願います。２款地方譲与税、１項１目地方揮発油譲与税、本

年度予算額2,600万円、内容につきましては説明資料３ページに記載のとおりでございま

す。 

 ２項１目自動車重量譲与税、本年度予算額6,400万円、内容につきましては説明資料４ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ３款１項１目利子割交付金、本年度予算額70万円、内容につきましては説明資料４ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 ４款１項１目配当割交付金、本年度予算額100万円、内容につきましては説明資料４ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 ５款１項１目株式等譲渡所得割交付金、本年度予算額50万円、内容につきましては説明

資料４ページに記載のとおりでございます。 

 14ページをごらん願います。６款１項１目地方消費税交付金、本年度予算額8,500万円、

内容につきましては説明資料４ページに記載のとおりでございます。 

 ７款１項１目自動車取得税交付金、本年度予算額1,850万円、内容につきましては説明資

料４ページに記載のとおりでございます。 

 ８款１項１目地方特例交付金、本年度予算額100万円、内容につきましては説明資料４ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ９款１項１目地方交付税、本年度予算額31億3,000万円、普通交付税1,500万円減額の内

容でございます。 

 10款１項１目交通安全対策特別交付金、本年度予算額75万円、内容につきましては説明

資料４ページに記載のとおりでございます。 

 15ページをごらん願います。11款分担金及び負担金、１項分担金、１目農林水産業費分

担金、本年度予算額1,756万9,000円、増額の主なものにつきましては栄穂地区担い手育成

型畑総整備事業受益者分担金で337万5,000円、恩根内地区担い手育成型畑総整備事業受益

者分担金で174万円増額の内容でございます。内容につきましては、説明資料４ページに記

載のとおりでございます。 

 ２項負担金、１目民生費負担金、本年度予算額１億2,173万1,000円、１節社会福祉費負

担金、２節児童福祉費負担金、４節老人福祉施設費負担金、５節老人保護措置費負担金に

つきましては、説明資料５ページに記載のとおりでございます。 

 ２目衛生費負担金、本年度予算額30万円、内容につきましては説明資料５ページに記載

のとおりでございます。 

 ３目農林水産業費負担金、本年度予算額489万2,000円、１節農業費負担金につきまして

は説明資料５ページに記載のとおりでございます。 

 ４目教育費負担金、本年度予算額1,927万3,000円、１節教育費負担金につきましては説
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明資料５ページに記載のとおりでございます。 

 16ページをごらん願います。12款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料、本

年度予算額27万3,000円、内容につきましては説明資料５ページに記載のとおりでございま

す。 

 ２目民生使用料、本年度予算額3,033万7,000円、内容につきましては説明資料５ページ

から６ページに記載のとおりでございます。 

 ３目衛生使用料、本年度予算額47万1,000円、内容につきましては説明資料６ページに記

載のとおりでございます。 

 ４目農林水産業使用料、本年度予算額８万円、内容につきましては説明資料６ページに

記載のとおりでございます。 

 ５目土木使用料、本年度予算額7,541万1,000円、内容につきましては説明資料６ページ

に記載のとおりでございます。 

 17ページごらん願います。６目教育使用料、本年度予算額313万7,000円、１節幼稚園保

育使用料、３節社会教育使用料、４節保健体育使用料につきましては説明資料６ページに

記載のとおりでございます。 

 ２項手数料、１目総務手数料、本年度予算額261万円、内容につきましては説明資料７ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ２目衛生手数料、本年度予算額810万7,000円、内容につきましては説明資料７ページに

記載のとおりでございます。 

 18ページをごらん願います。３目農林水産業手数料、本年度予算額7,000円、内容につき

ましては説明資料７ページに記載のとおりでございます。 

 ４目教育手数料、本年度予算額1,000円でございます。 

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

 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。 

 説明員退席のため暫時休憩いたします。 

 

午前１１時４５分  休憩 

午前１１時４５分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き審議を続けます。 

 次に、13款国庫支出金から20款町債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 予算書の18ページをごらん願います。あわせまして説明資料７ページ

をごらん願います。13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、本年度予
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算額１億4,889万7,000円、増額の主なものにつきましては１節障害者福祉費国庫負担金で

障害福祉サービス費等給付費国庫負担金343万2,000円増額の内容でございます。減額の主

なものは、１節障害者福祉費国庫負担金で障害者医療費国庫負担金270万円減額の内容でご

ざいます。内容につきましては、説明資料７ページから８ページに記載のとおりでござい

ます。 

 ２目衛生費国庫負担金、本年度予算額24万8,000円、内容につきましては説明資料８ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 19ページをごらん願います。２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、本年度予算額367万

5,000円、増額の主なものは社会保障・税番号制度システム整備費補助金161万6,000円増額

の内容でございます。内容につきましては、説明資料８ページに記載のとおりでございま

す。 

 ２目民生費国庫補助金、本年度予算額379万3,000円、内容につきましては説明資料８ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ３目土木費国庫補助金、本年度予算額４億5,783万2,000円、増額の主なものは社会資本

整備総合交付金におきまして除雪機械整備事業補助金2,833万3,000円、地域活力基盤創造

交付金1,395万3,000円、地域住宅交付金8,688万6,000円増額の内容でございます。内容に

つきましては、説明資料８ページに記載のとおりでございます。 

 ４目教育費国庫補助金、本年度予算額18万2,000円、減額の主なものは学校給食施設に係

る学校施設環境改善交付金799万4,000円減額の内容でございます。内容につきましては、

説明資料８ページに記載のとおりでございます。 

 ３項委託金、１目総務費委託金、本年度予算額17万5,000円。 

 ２目民生費委託金、本年度予算額125万円。 

 ３目土木費委託金、本年度予算額530万円、内容につきましては説明資料８ページに記載

のとおりでございます。 

 14款道支出金、１項道負担金、１目総務費道負担金、本年度予算額3,645万1,000円、地

籍調査事業道負担金404万9,000円の減額で、内容につきましては説明資料９ページに記載

のとおりでございます。 

 20ページをごらん願います。２目民生費道負担金、本年度予算額9,611万2,000円、増額

の主なものは２節障害者福祉費道負担金で障害福祉サービス費等給付費道負担金171万

6,000円の増額の内容でございます。減額の主なものは、２節障害者福祉費道負担金で障害

者医療費道負担金135万円減額の内容でございます。内容につきましては、説明資料９ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 ３目衛生費道負担金、本年度予算額15万3,000円、内容につきましては説明資料９ページ

に記載のとおりでございます。 

 ２項道補助金、１目総務費道補助金、本年度予算額125万9,000円、内容につきましては

説明資料９ページに記載のとおりでございます。 
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 21ページをごらん願います。２目民生費道補助金、本年度予算額911万3,000円、内容に

つきましては説明資料９ページから10ページに記載のとおりでございます。 

 ３目衛生費道補助金、本年度予算額347万3,000円、内容につきましては説明資料10ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 ４目農林水産業費道補助金、本年度予算額１億1,197万9,000円、増額の主なものは１節

農業費補助金で農業競争力強化基盤整備事業補助金465万円、２節林業費補助金で林道橋梁

点検補助金281万8,000円増額の内容でございます。減額の主なものは、１節農業費補助金

で豊北地区基幹水利施設管理事業補助金437万4,000円、２節林業費補助金で林道上出沢線

開設事業補助金1,326万円減額の内容でございます。内容につきましては、説明資料10ペー

ジから11ページに記載のとおりでございます。 

 22ページをごらん願います。３項委託金、１目総務費委託金、本年度予算額2,129万

9,000円、増額の主なものは４節選挙費委託金で知事道議選挙費委託金464万2,000円、参議

院議員選挙費委託金836万7,000円増額の内容でございます。２節徴税費委託金、３節統計

調査費委託金及び４節選挙費委託金につきましては、説明資料11ページに記載のとおりで

ございます。 

 ２目衛生費委託金、本年度予算額１万5,000円。 

 ３目農林水産業費委託金、本年度予算額1,335万3,000円、１節農業費委託金につきまし

ては説明資料11ページに記載のとおりでございます。 

 23ページごらん願います。４目商工費委託金、本年度予算額1,000円。 

 ５目土木費委託金、本年度予算額327万4,000円、２節河川費委託金につきましては説明

資料11ページに記載のとおりでございます。 

 民生費委託金につきましては、廃目整理でございます。 

 15款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、本年度予算額5,383万1,000円、

内容につきましては説明資料11ページから12ページに記載のとおりでございます。 

 24ページをごらん願います。２目利子及び配当金、本年度予算額157万4,000円。 

 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入、本年度予算額1,000円。 

 ２目物品売払収入、本年度予算額1,000円。 

 16款１項寄附金、１目一般寄附金、本年度予算額1,000円。 

 ２目指定寄附金、本年度予算額5,000万1,000円、２節ふるさとづくり寄附金につきまし

ては説明資料12ページに記載のとおりでございます。 

 17款繰入金、１項他会計繰入金、１目国民健康保険特別会計繰入金、本年度予算額

1,000円。 

 ２目後期高齢者医療特別会計繰入金、本年度予算額1,000円。 

 ３目介護保険特別会計繰入金、本年度予算額1,000円。 

 ２項１目基金繰入金、本年度予算額４億3,315万6,000円、増額につきましては財政調整

基金繰入金8,100万円、公共施設整備基金繰入金2,770万円増額の内容でございます。減額
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につきましては、地域振興基金繰入金540万円、ふるさとづくり基金繰入金2,591万円減額

の内容でございます。ふるさとづくり基金繰入金につきましては説明資料12ページに記載

のとおりで、寄附金活用事業につきましては説明資料40ページに記載のとおりでございま

す。 

 18款１項１目繰越金、本年度予算額100万円。 

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

 ２目加算金、本年度予算額1,000円。 

 ３目過料、本年度予算額1,000円。 

 ２項１目町預金利子、本年度予算額10万円。 

 26ページをごらん願います。３項貸付金元利収入、１目中小企業融資貸付金元金収入、

本年度予算額１億1,000万円、内容につきましては説明資料12ページに記載のとおりでござ

います。 

 ２目ウタリ住宅改良資金貸付金元利収入、本年度予算額28万9,000円。 

 ３目介護経営貸付金元金収入、本年度予算額300万円、内容につきましては説明資料12ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ４目株式会社ユーエム貸付金元金収入、本年度予算額65万円、内容につきましては説明

資料12ページに記載のとおりでございます。 

 ５目医療技術者等養成修学資金貸付金元金収入、本年度予算額97万円、内容につきまし

ては説明資料12ページに記載のとおりでございます。 

 ４項受託事業収入、１目総務費受託事業収入、本年度予算額380万4,000円、内容につき

ましては説明資料12ページに記載のとおりでございます。 

 ２目民生費受託事業収入、本年度予算額94万3,000円、内容につきましては説明資料12ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ３目農業費受託事業収入、本年度予算額10万円。 

 27ページをごらん願います。５項１目雑入、本年度予算額911万3,000円、２節雑入、３

節医療費等交付金につきましては説明資料12ページから13ページに記載のとおりでござい

ます。 

 ２目過年度収入、本年度予算額１万円。 

 28ページをごらん願います。20款１項町債、１目総務債、本年度予算額１億3,850万円、

増額につきましてはうらほろスタイル推進事業債300万円、高等学校等就学費補助事業債

50万円増額の内容でございます。減額につきましては、臨時財政対策債2,600万円、地域公

共交通確保事業債1,000万円減額の内容でございます。内容につきましては、説明資料13ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ２目民生債、本年度予算額4,550万円、増額につきましては２節老人福祉債で介護事業運

営補助事業債230万円増額の内容でございます。内容につきましては、説明資料12ページに

記載のとおりでございます。 
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 ３目衛生債、本年度予算額800万円、減額の内容につきましては消火栓設置事業債250万

円減額の内容でございます。内容につきましては、説明資料12ページに記載のとおりでご

ざいます。 

 ４目労働債、本年度予算額200万円、増額につきましては雇用促進事業補助事業債10万円

増額の内容でございます。内容につきましては、説明資料12ページに記載のとおりでござ

います。 

 ５目農林水産業債、本年度予算額2,210万円、増額の内容につきましては合流地区担い手

育成型畑地帯総合整備事業債310万円増額の内容でございます。減額につきましては、模範

牧場作業用機械購入事業債1,650万円、林道上出沢線開設事業債1,270万円減額の内容でご

ざいます。内容につきましては、説明資料13ページに記載のとおりでございます。 

 ６目土木債、本年度予算額３億4,810万円、増額の内容につきましては１節道路橋梁債で

除雪機械購入事業債1,400万円、道路建設補助事業債2,480万円、橋梁長寿命化修繕事業債

750万円、３節公営住宅建設事業債6,430万円増額の内容でございます。減額につきまして

は、１節道路橋梁債で老朽化対策事業債6,710万円、２節住宅債で住宅リフォーム補助事業

債100万円減額の内容でございます。内容につきましては、説明資料13ページに記載のとお

りでございます。 

 ７目教育債、本年度予算額1,400万円、減額につきましては教職員住宅整備事業債3,790万

円、スクールバス車庫建設事業債2,320万円、給食センター改築事業債1,640万円減額の内

容でございます。内容につきましては、説明資料13ページに記載のとおりでございます。 

 消防債につきましては、廃目整理でございます。 

 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。 

 これをもって歳入の審議を終了いたします。 

 ここで議案第21号 平成31年度浦幌町一般会計予算の全体を通じての質疑を受けます。

質疑はありませんか。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 予算とは直接関係ないのですが、国のほうで今４月から５月にかけて10連休

ということで言われています。これに対する町の対応というか、どのようにお考えかお伺

いしておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまの質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 ご指摘のとおり大型の連休ということで10日間の内容となってございます。本町におき

ましては、現在のところですけれども、検討中ということでご理解いただきたいと思いま
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すけれども、窓口において午前中、中日になるのでしょうか、５月の２日の午前中に窓口

対応ということを１点考えてございますし、また診療所におきましても、若干変則的です

けれども、１週間程度の連続の休日という扱いを進めようかなということで検討中でござ

います。このことにつきましては、正式に決まり次第追って住民の皆様にもご不便のない

ように周知を図ってまいりたいなと思っているところでございます。 

〇田村議長 ２番、澤口議員。 

〇澤口議員 予算書の42ページで説明資料19ページでございます。この件は、高等学校の

生徒の就学補助金についてということで、総務課なのか、教育委員会なのか、ちょっと定

かでないものですから、最後のほうに質問するようにいたしました。29年度の補助金に対

しまして29年度の実績は、対象者が112名おりまして、そのうちの交付者92名ということで、

20名が交付されていないということで、その20名のされていない理由があれば教えていた

だきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 高等学校就学費の補助金でございますね。 

 20名の申請がなかったということでございます。20名の申し込みがなかったという内容

につきましては、正直どういう理由で申請がなかったというようなことについては把握は

してございません。あくまでも申請があった方のみ補助金として支出しているというよう

な状態でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ２番、澤口議員。 

〇澤口議員 この目的は、家庭の教育負担の軽減という目的でやっておられますが、他町

から来られて、同じ高校に通うのに当たらないという、そういう方がいらっしゃるという

こと聞いております。地元の中学校を卒業しなければ、それは該当にはなりませんという

ことと、それがもし申請を出すのであれば、住所を登録をしなければいけない。10年間確

かにこの町におりますという登録をしなければならないという、そういう制限があるので

すけれども、その制限をもう少し緩和して、使いやすいような記述に持っていくという考

えはないのかお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 浦幌町高等学校生徒就学費補助金でございますけれども、これにつきま

しては公立、私立高等学校などに在学しています生徒または学生が安心して勉学に打ち込

めるように、就学費用の一部、年額３万円でございますけれども、それを補助することに

よりまして家庭の教育的負担を軽減しまして、教育機会の均衡等を図るということを目的

に、平成19年度以降に浦幌町立中学校を卒業した生徒を対象として平成22年に創設された

ものでございます。当初は、浦幌高校が閉校になるというようなことで、平成19年以降に

浦幌中学校を卒業した生徒というふうに限定をさせていただきましたが、平成29年に、浦
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幌町立中学校を卒業していない生徒さんでございましても転入等によりまして親が浦幌町

に転入しまして住所登録をすれば、住基上10年以上浦幌町に居住するというような方につ

きましては誓約書を提出していただきまして、補助の対象とするということにしておりま

す。ただいまのご質問につきましては、この誓約書の提出につきましてもうちょっと緩和

できないのかというようなご質問だったかと思います。それで、これにつきましては、実

は転入された方が１年、または２年で転出されるということもあり得ます。そういうよう

な方につきましては果たして、この補助金の制度からいいまして浦幌町に定住していただ

くというような意味合いも含めましてこの制度がございますので、１年、２年で転出する

中でこの補助金が支出されるというものは、これはいかがなものかという部分ございます

ので、10年というような誓約書を書いていただいた上で、そして補助金を交付させていた

だくというような措置をとっておりますので、よろしくご理解のほどお願いしたいと思い

ます。 

〇田村議長 ２番、澤口議員。 

〇澤口議員 ここに要綱があるのですけれども、地元の中学校を卒業しない場合は10年の

誓約書をいただきますということでありますが、高校を卒業した後住居をかえないといけ

ない場合はどういう判断をされますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 高校を卒業した後住居をかえないということですね。あくまでもこの補

助金につきましては、生徒の就学費等を負担する保護者というようなことになっておりま

すので、生徒が住所を変更するというようなことではございませんので、あくまでも就学

費用を負担する保護者ということでご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ２番、澤口議員。 

〇澤口議員 何度もしつこく言うようで大変申しわけありませんが、地方からこの地元に

家族ともども来られる方が中にはおりますので、少し緩やかな規約というのかな、そうい

うものを持っていただければなというふうに思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 繰り返しになりますが、先ほどもご説明しましたが、ある程度定住とい

うことも考慮に入れての制度ということで、確かに議員のおっしゃることも内容的にはあ

る程度理解できますが、あくまでも定住促進という意味合いもございますので、今の現状

では10年というような誓約書の提出をお願いしているということで、ご理解をいただきた

いと思います。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 予算というか、公営住宅の跡地についてお聞きしたいのですが、北栄団地な

のですが、古い公営住宅が全部解体されまして、今ちょっと新しいのが２戸残っている状
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態で、結局は、歯抜けと言ったらあれですけれども、その２戸だけが目立って建っている

と。もともと北栄団地は民間の方に昭和40年ごろに宅地造成して売却したということで、

今浦幌町も若者の定住促進ということも含めて、あの土地を分譲するとか、安い価格で。

もとは１区画20万円ちょっととか、そんな感じで売っていたのです。先日も北栄のほうを

ぐるっと見たところ、結構古い住宅とかそういうのも解体されて、本当に歯抜け状態にな

ってきているということで、あのままいくと北栄地区も人口も減っていくのでないかなと

思われます。この対策を、今とは言いませんけれども、ある程度頭の中に入れて、ちょっ

と考えていただきたいなと思っております。安く売るか、20年、その家を建てたら無料に

なるだとか、ほかの町村でも結構いろいろやっています、持ち家の関係で。ですから、そ

ういうことで若い方が土地代を余り出さなくても建てれるような方策を見つけていただき

たいなと思っております。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 北栄の土地につきましては、元公営住宅の団地ということで、私のほう

からまずはお答えをさせていただきたいと思います。 

 以前にもその跡地利用についての予定はあるのかというようなお尋ねがあったかと思い

ますけれども、現状におきましてもその後あそこに町として何がしかの施設を整備するで

すとか、今後どういうふうな方策を持って、今おっしゃられていた分譲、そういうことを

行っていくといった方針的なものはまだ定まっておりません。今１画だけ、１棟２戸です

が、住宅が残っております。あの住宅に関しましては、まだ除却年限が来ておらない建物

でございまして、また入居者もいらっしゃるということで、今現状のまま貸与している形

になっております。今議員のおっしゃられましたとおり、使用されていない町有地全般で

ございますけれども、それらにつきましては総務課等々関係部署とも相談しながら、今議

員のおっしゃられた事柄、分譲ということになるのでしょうか、そういった方策も一つの

選択肢として今後検討していかなければならないのかなというふうには考えているところ

でありますので、ご理解をよろしくお願いいたしたいと思います。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 次に、もう一つ質問したいのですが、先ほど同僚議員が吉野公民館の話しさ

れました。今どこの施設もバリアフリーがちゃんとなっていないといろいろ老人の方の使

用も大変だということで、吉野公民館に対して今までも階段が狭くて昇降するものがつけ

れなかったという、それがあるのでついていないので、検討しますと課長さっき言ったけ

れども、検討というか、そういうことでなくて、別なものを考えていくべきかなと。安く

上げるのであれば、住宅用の昇降機というか、エレベーターです。それとか、あと民地を

買収してでも西側に増築すると、鉄筋コンクリートだとか、そういうのでやると建設費も

高くなるということで、渡り廊下でつなげば木造の和室もつくれるのだということもあり

ますので、そういうのも十分検討していただきたい。以前は北側にもという話あって、そ
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こは合併浄化槽あるからできないということだったのですけれども、今は公共下水道もつ

ながっていると思うので、その辺も含めて、どうしても２階への昇降機だとかそういうの

ができないのであれば、１階に増築する計画も含めてお願いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいまのご質問でございますが、吉野公民館の２階への昇降機という

ことでございます。前回昇降機を設置するということでいろいろと検討したところ、やは

り階段が狭いということで昇降機がつけられなかったということは承知しております。し

かしながら、調査をいたしますというようなことを先ほど説明の中で申し上げましたが、

その調査につきましては、今中央公民館等にある昇降機、つけてから十数年、20年ぐらい

になりますか、それから期間がたっておりますので、今の時代何かそういうスペースでも

昇降機をつけれるような、そういうような機器があるのかどうなのか。または、ないとし

たら昇降機のかわりになるような、階段を上りおりするような、そういう機器があるもの

か、そういうところも含めまして調査をさせていただきたいということで、ご理解をお願

いいたします。 

〇田村議長 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問にかかわって補足的に説明、回答をさせていただきたい

と思います。 

 公民館における階段に昇降機の設置ということにつきましては、議員もご存じだとは思

いますけれども、それぞれの公民館における集会所、いわゆるホールと呼ばれているとこ

ろでございますけれども、そういった集会のところが２階にあるところ、厚内にしても上

浦幌にしても２階にあるということで、そこで非常に多くの方々が利用されるということ

で、そして階段のスペースもあるというようなことも一つの判断だと思いますけれども、

その中で昇降機を厚内、そして上浦幌公民館に設置をしたと。吉野だけは１階に集会所が

あるものですから、そういったことの経過があったというのがまず１点。 

 ただ、先ほどの質問の中にもございましたとおり、避難所の機能という、そういった面

ではどうだろうといったお話もございました。そのことについては、２階の畳の部屋をそ

のまま使っていくのが望ましいのか、またはホールが避難所として機能を上げるような方

法があるだろうかといったようないろんな選択肢がそれぞれあろうかと思います。このこ

とにつきましては、予算的なこともございます。また、その方針としては政策的な思いも

ございますので、今の段階でどうのこうのというようなお話しするところではございませ

んが、ただご指摘いただいたことについては今後の対応についていろいろ整理する部分も

あるのだろうなということで、これは、何回も申し上げますけれども、新たな体制の中で

重々検討の部分として整理する検討になるものかなというふうに思ってございますので、

よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 
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〇杉江議員 ただいまの副町長の前向きな答弁だったのですが、ちょっと認識の違うとこ

ろがあるので、私のほうから一言。 

 吉野公民館は、葬儀場にも使えるように、吉野地域にお寺がないということで。従来か

ら避難所という感覚の前から、お葬式があって泊まる方が非常に大変だということから昇

降機の設置という話が出ているので、決して避難所になったから急に話になったというこ

とではないということを１つご認識いただきたいなというふうに思っております。 

 これでよろしいです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 説明の不足の部分で申しわけございませんが、そういった認識ではなくて、

時代とともにまたその対応も変わってきているということの捉え方の中で、近年は避難所

の部分としての機能というような、その施設の持つ機能が変わってきていると、その中の

対応としてはいろんな方法があるだろうということが従前とは変わってきていると、そこ

はやはり現実を直視していかなければいけないだろうというような意味合いで捉えてござ

いますので、そのことについては説明の部分が不足した部分についてはあったかと思いま

すけれども、思いとしてはそういう思いだということでご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 私昨日労働費の中で外国人の労働者は何人いるのですかというような質問をし

たのですけれども、大変私の質問の仕方が悪かったのかなというふうに思います。 

 今現在酪農家さんあたりでも外国から来ている研修生というのですか、そういう方とい

う、こう出したほうがいいのかなというふうに思うのですけれども、現在わかる範囲で結

構でございますので、何人いらっしゃるのか。そしてまた、今後大きなメガファームが、

民間ですけれども、町内にもう少ししたら稼働ができるというような話も聞いているので

すけれども、その辺そういう外国人の研修生の方々の把握というのですか、わかる範囲で

結構でございますので、お聞きしたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 私のほうから外国人の方の住民登録を担当する課としてお答えをさせて

いただきます。 

 現在外国人の方で住民票を登録されている方は、15人いらっしゃいます。その在留資格

に基づいてお話をさせていただきますけれども、就労されているという方につきましては

６名の方がいらっしゃいます。先ほど農業法人というようなお話がございましたが、技能

実習生の方につきましてはそのうち３名いらっしゃいます。ほかの方は就労目的でいらっ

しゃる教育関係とか介護関係の方は３名の方がいらっしゃいまして、計６名という状況で

ございます。 

 以上です。 
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〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 わかりました。ありがとうございました。 

 それと、もう一点なのですけれども、１月に町理事者と上浦幌地区の行政区長さんと、

11行政区ある区長さんとそれぞれ懇談会を開いたと思うのです。そんな中で、上浦幌の団

地センターの、先ほども出ているのですけれども、トイレの関係です。非常に利用度もあ

るのですけれども、まだ和式になっておりまして、要望としては洋式トイレというような

ことも聞いております。この辺のこと、農協さんとの使用割合もあると思うのですけれど

も、この辺について行政の考え方お聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 農業団地センターの関係につきましては、若干経過がございまして、

私が窓口になってございましたので、私のほうでご説明させていただきます。 

 まず、農業団地センターについてでございますが、実は昨年の１月に農協さんのほうか

ら、上浦幌支所の金融について指導機関より、金庫の位置ですとか職員の配置など防犯上

の関係で指摘がなされていると。それで、現在の農業団地センターの建物をセキュリティ

ー対策をした改修等も検討したのだけれども、なかなか難しい状況なので、農業団地セン

ターを出ていく方向で今検討しているのだという話が実はございました。その後農協さん

のほうで状況が変わったようでございまして、正式に先週でございますけれども、農協さ

んのほうから町のほうにご説明がありまして、引き続き農業団地センターは使用すること

となったと。それで、３月の21日から24日まで、農業団地センター内の事務室のＯＡフロ

ア化ですとか、オープン出納機の導入、パーティションの設置などの改修を行うという説

明がございました。その上で、トイレですとか、暖房、壁クロスなど共有部分の改修につ

いて町と協議をしたいというお話がございました。町としましては、一時は出ていかれる

という話もあったので、どうしようかという部分もあったのですけれども、引き続き農協

さんが使用していただけるということであれば、今後は、先ほどありましたとおり農協さ

んの負担というものもございますので、それぞれ協議をしながら今後検討してまいりたい

ということでお話をさせていただいていますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 関連です。ちょっとの関連です。各議員のほうからトイレの話が出ておりま

した。それで、ちょっとお願いがございます。バリアフリーの関係もあるのですが、出入

り口の扉、トイレの個室の扉ありますよね、あれが和式であろうと洋式であろうとほとん

ど変わっていないのです。それで、もう10センチ程度扉のスペースがあれば広げていただ

くと、いろんな面で、介護する人、本人も含め、若干の場合の車椅子の利用者の方が利用

しやすくなると私感じております。なぜかというと、昨年公民館をやっていただきました。

わたくし何にも知らないでぽっと行ったら、結構バリアフリー化されておりまして、使い

やすくなっております、ある意味で。扉がもう少し広いとまだ使いやすくなるなという感
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じいたしましたので、これから施設の方が設計もされると思います。その中で、スペース

があればそういった形の中で広げておいていただけると私はよいのかなと思いますので、

これはお願いでございます。よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 全般的な建物、建築の設計部門にかかわる関係でございますので、私の

ほうからお答えをさせていただきます。 

 中央公民館のトイレ改修の際にも、議員のほうから今ご指摘のあったような事柄がござ

いました。いかんせんスペース的なもの、全体数、もとある基数よりもバリアフリー化す

ることによって数が減ってしまう。限られたスペースの中で行う。そういった形態の関係

もございまして、中央公民館のほうはそういった形になってしまいましたが、今の建築担

当もそういった指導をもって設計には当たっているところでありますけれども、今後そう

いった事柄、トイレに限らず建物修繕全般に当たりましても、そういった環境といいます

か、バリアフリーにのっとった少しでも使いやすいような施設設計に努めてまいるように

考えてまいりますので、どうぞ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 質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第21号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩をいたします。 

 

午後 ０時２９分  休憩 

午後 １時３０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。 
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    ◎日程第２ 議案第２２号 

〇田村議長 日程第２、議案第22号 平成31年度浦幌町町有林野特別会計予算を議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、浦幌町町有林野特別会計予算書の１ページをごらん願います。

あわせまして町有林野特別会計予算説明資料41ページから43ページをごらん願います。議

案第22号 平成31年度浦幌町町有林野特別会計予算。 

 平成31年度浦幌町の町有林野特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億1,796万3,000円と定める。 

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

る。 

 平成31年３月４日提出、浦幌町長。 

 この町有林野特別会計は、制限林を含めまして町有林3,944ヘクタールの管理、造成を行

うための特別会計でございます。 

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

ただきます。 

 ４ページをごらん願います。歳入歳出予算事項別明細書、１の総括は説明を省略させて

いただきます。 

 それでは、６ページをごらん願います。２、歳入、１款道支出金、１項道補助金、１目

造林補助、本年度予算額6,652万7,000円、この目につきましては町有林の施業に係る植栽、

下草刈り、間伐、地ごしらえ、野そ駆除などに対する道補助金でございます。主な増額の

内容につきましては、３節森林整備加速化・林業再生事業補助金で林業専用道開設事業に

係る補助金1,500万円の増額の内容でございます。主な減額の内容につきましては、１節造

林補助で造林事業量63ヘクタール、272万円の減額の内容でございます。１節造林補助、２

節野そ駆除補助、３節森林整備加速化・林業再生事業補助金につきましては、予算説明資

料42ページに記載のとおりでございます。 

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

目につきましては町有林の土地貸付料でございます。 

 ２目利子及び配当金、本年度予算額10万円、この目につきましては町有林野事業基金に

係る利子でございます。 

 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入、本年度予算額1,553万円、この目につきまして

は留真団地ほかの町有林32.36ヘクタールの皆伐による立木売り払い代金でございます。１

節立木売払収入は、材積数1,677立方メートルの増により370万円の増額の内容でございま
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す。１節立木売払収入につきましては、予算説明資料42ページに記載のとおりでございま

す。 

 ２目素材売払収入、本年度予算額1,251万円、この目につきましては町有林104.47ヘクタ

ールの間伐に係る間伐材売り払い代金でございます。１節間伐材売払収入につきましては、

予算説明資料42ページに記載のとおりでございます。 

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

つきましては職員人件費の一部に係る一般会計からの繰入金でございます。 

 ７ページをごらん願います。２項１目基金繰入金、本年度予算額1,803万4,000円、この

目につきましては町有林野事業基金からの繰入金でございます。 

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

でございます。 

 ５款諸収入、１項１目雑入、本年度予算額114万円、この目につきましては植栽に係るニ

トリ北海道応援基金助成金の内容でございます。１節雑入については、予算説明資料42ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ８ページをごらん願います。３、歳出、１款１項１目財産管理費、本年度予算額1,983万

4,000円、この目につきましては町有林の維持管理に係る人件費及び事務等に要する経費で

ございます。減額の主なものは、14節使用料及び賃借料で機械借り上げ料106万2,000円の

減額の内容でございます。12節役務費、13節委託料、14節使用料及び賃借料につきまして

は、予算説明資料43ページに記載のとおりでございます。 

 ９ページをごらん願います。２款１項財産造成費、１目造林費、本年度予算額9,041万

1,000円、この目につきましては町有林の管理、造成に要する経費でございます。増額の主

なものは、林業専用道開設に伴う13節委託料で測量調査委託料520万円の増、15節工事請負

費1,100万円の増額の内容でございます。減額の主なものは、15節工事請負費で下草刈り、

間伐等の造林事業の減により900万2,000円の減、16節原材料費で植栽面積の減によるカラ

マツ苗木の購入本数の減により206万2,000円の減額の内容でございます。13節委託料、15節

工事請負費、16節原材料費につきましては、予算説明資料43ページに記載のとおりでござ

います。 

 ３款１項公債費、１目元金、本年度予算額653万円、この目につきましては公有林整備事

業債に係る償還元金でございます。 

 ２目利子、本年度予算額113万8,000円、この目につきましては公有林整備事業債に係る

償還利子でございます。 

 ４款１項１目予備費、本年度予算額５万円、この目につきましては予備の支出に備える

ための科目でございます。 

 10ページをごらん願います。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当

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

高5,022万7,000円、前年度末現在高見込額4,386万6,000円、当該年度中増減見込、当該年



                                             － 39 － 

度中元金償還見込額653万円、当該年度末現在高見込額3,733万6,000円となります。計の欄

につきましては同額ですので、説明を省略させていただきます。 

 以上で説明を終わりますので、よろしくご審議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。 

 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 予算書で９ページ、１目の造林費で伺います。説明資料43ページの造林費で

す。 

 産業課のときの質疑でもお聞きしましたけれども、山林の30年度の植栽状況が非常によ

くないということでお聞きをしたのですが、町有林野ですから、その点について重ねてお

聞きしたいと思います。30年度の人工造林面積27.55ヘクタールとなっております。町有林

野に関しては組合に320万円ぐらいで委託をお願いしているという状況にありますが、30年

度の植栽の後の状況を把握しておられるかどうかお聞きいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 林務係長。 

〇吉田産業課林務係長 浦幌町有林の30年度植栽の状況ですが、面積27.55ヘクタールに対

しましてカラマツを５万7,000本植栽しております。植栽後の活着状況については、目立っ

た枯れだとかということはなく順調に生育をしております。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 今の報告については、委託しているわけですから、森林組合も把握している

状況ですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 林務係長。 

〇吉田産業課林務係長 植栽後の状況というものは森林組合には委託はしておらず、私ど

ものほうで活着状況というものを確認しております。その状況としまして、森林組合さん

のほうは下刈り事業というものを実施していますので、その中で状況というのは把握して

いるというふうに思っております。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 下草刈りで当然状況把握できると思うのですが、そういう状況の後、秋にな

ってそういう情報交換しているかどうかということです。それをお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 林務係長。 

〇吉田産業課林務係長 町有林の状況については、森林組合とも現地確認、同時に行く場

面もありますので、情報共有としてはしております。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 民有林においては昨日お話ししたように非常によくない状況だということ
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は、これは組合のほうも把握していますし、そういうお話もしている中ですから、町有林

も30年の植栽状況、例えば間伐、除伐の時期になって随分日の当たりがいいね、すかすか

だねというようなことにならないように、きちっと状況把握はしておいてほしいなと思い

ますます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 おっしゃっているとおり、町有林も財産を形成しながらやっていくという事業でござい

ますので、その辺に関しましてはきちっと確認をしながら運営していきたいというふうに

思っております。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第22号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午後 １時４３分  休憩 

午後 １時４４分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き審議を続けます。 

 

    ◎日程第３ 議案第２３号 

〇田村議長 日程第３、議案第23号 平成31年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算を

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 浦幌町国民健康保険事業特別会計予算書１ページをお開き願います。説

明資料は44ページをお開き願います。議案第23号 平成31年度浦幌町国民健康保険事業特
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別会計予算。 

 平成31年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７億3,323万5,000円と定める。 

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

る。 

 平成31年３月４日提出、十勝郡浦幌町長。 

 この会計は、加入世帯数778世帯、被保険者数1,554人に係る国民健康保険事業の運営及

び医療費の収支を処理する特別会計となってございます。主な内容につきましては、説明

資料の44ページから47ページに記載をしてございます。 

 予算書２ページと３ページの第１表、歳入歳出予算並びに４ページ、５ページの歳入歳

出予算事項別明細書、１、総括は、説明を省略をさせていただきます。 

 次の６ページをお開き願います。２、歳入、１款１項国民健康保険税、１目一般被保険

者国民健康保険税、本年度予算額１億9,360万円、２目退職被保険者等国民健康保険税、本

年度予算額５万2,000円、いずれも一般被保険者及び退職被保険者等に係る保険税となって

おります。 

 ７ページをごらん願います。２款国庫支出金、１項国庫補助金、１目災害臨時特例補助

金、本年度予算額1,000円、大災害に伴う保険税の減免及び療養の給付に係る負担の増額な

どが交付されるものでございます。 

 ３款道支出金、１項道補助金、１目保険給付費等交付金、本年度予算額４億5,764万

5,000円、保険給付費として北海道から交付されるものでございます。１節普通交付金、２

節特別交付金の内容につきましては、説明資料45ページに記載のとおりでございます。 

 ２項１目財政安定化基金交付金、本年度予算額1,000円。 

 ４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額13万円、基金に

対する利子でございます。 

 ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額6,106万9,000円、

一般会計からの繰入金で、第１節保険基盤安定軽減分繰入金から第５節職員給与費等繰入

金の内容につきましては説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書８ページをごらん願います。２項１目基金繰入金、本年度予算額2,034万9,000円、

国民健康保険事業基金繰入金で、内容につきましては説明資料に記載のとおりでございま

す。 

 ６款１項１目繰越金、本年度予算額30万円、前年度繰越金でございます。 

 ７款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目一般被保険者延滞金、本年度予算額20万

円、２目退職被保険者等延滞金、本年度予算額1,000円、いずれも保険税の延滞金でござい

ます。 

 ３目一般被保険者加算金、次の９ページの４目退職被保険者等加算金、５目過料、いず
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れも本年度予算額1,000円、加算金及び過料でございます。 

 ２項受託事業収入、１目特定健康診査等受託料、本年度予算額1,000円、社会保険等の被

保険者分の特定健康診査等を本町の保健センター等に委託された場合の受託料となりま

す。 

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

第３者納付金、本年度予算額５万円、いずれも交通事故等に係る第三者行為の納付金でご

ざいます。 

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

被保険者の資格喪失後の受診等に係る返納金の内容でございます。 

 ５目雑入、本年度予算額1,000円でございます。 

 以下の２つの目と次のページの10ページの目につきましては、廃目整理するものでござ

います。 

 以上で歳入の説明を終わります。 

（何事か声あり） 

〇鈴木町民課長 大変失礼いたしました。訂正させていただきます。 

 予算書８ページでございます。６款１項１目繰越金、本年度予算額、先ほど30万円とお

話をさせていただきましたが、３万円の間違いでございました。大変申しわけございませ

んでした。訂正をさせていただきます。 

 続きまして、11ページをごらん願います。歳出について説明をさせていただきます。説

明資料は46ページをごらん願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般

管理費、本年度予算額2,644万9,000円、この会計に係る職員の人件費及び事務的経費を計

上してございます。主な増減としましては、人件費が109万8,000円の増、13節委託料につ

きましては外部委託しておりましたレセプト点検が国保連で行うことになりましたので、

委託料242万4,000円の減でございます。 

 12ページをごらん願います。２目連合会負担金、本年度予算額43万9,000円、北海道国保

連合会への負担金でございます。 

 ２項徴税費、１目賦課徴収費、本年度予算額231万5,000円、国民健康保険税の賦課徴収

に係る事務的経費となってございます。12節役務費、14節使用料及び賃借料、19節負担金、

補助及び交付金は、説明資料46ページに記載のとおりでございます。 

 ３項１目運営協議会費、本年度予算額15万円、国民健康保険運営協議会委員９名に係る

費用でございます。１節報酬は、説明資料記載のとおりでございます。 

 予算書13ページをごらん願います。２款１項保険給付費、１目療養費３億7,600万

2,000円、北海道国保連合会へ支払う医療費のうち保険者として浦幌町が負担する経費とな

ってございます。 

 ２目高額療養費4,865万円、この目はいずれも被保険者が１カ月の間に療養費の限度額を

超えて支払った場合にその超えた額を保険者である浦幌町が負担する経費となってござい
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ます。 

 ３目移送費、本年度予算額８万円、被保険者の移送に係る経費でございます。 

 ４目出産育児諸費、本年度予算額336万2,000円、国民健康保険の被保険者が出産した場

合に支給する出産育児一時金に係る費用でございます。19節負担金、補助及び交付金は、

説明資料記載のとおりでございます。 

 ５目葬祭諸費、本年度予算額30万円、国民健康保険の被保険者が亡くなられた場合支給

する葬祭給付費に係る費用でございます。19節負担金、補助及び交付金は、説明資料記載

のとおりでございます。 

 ３款１項１目共同事業拠出金、本年度予算額1,000円。 

 予算書14ページをお開き願います。４款国民健康保険事業費納付金、１項医療給付費分、

１目一般被保険者医療給付費分、本年度予算額１億8,322万1,000円。 

 ２目退職被保険者等医療給付費分、本年度予算額２万7,000円、２項後期高齢者支援金等

分、１目一般被保険者後期高齢者支援金等分、本年度予算額5,795万9,000円。 

 ２目退職被保険者等後期高齢者支援金等分、本年度予算額9,000円、３項１目介護納付金

分、本年度予算額2,356万2,000円、加入者数に応じて介護納付金として支払う経費でござ

います。 

 以上４款の５つの目は、説明資料46ページ中段から47ページに記載のとおり、全て北海

道への納付金の内容でございます。 

 予算書15ページをごらん願います。５款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費、

本年度予算額655万9,000円、特定健康診査、特定保健指導により糖尿病、高血圧、高脂血

症等の予防を図ることを目的に行う事業に要する経費でございます。減額の主な内容は、

13節委託料、システム改修が完了したことによる業務委託料の67万円の減でございます。

13節委託料、18節備品購入費は、説明資料47ページに記載のとおりでございます。 

 ２項保健事業費、１目保健衛生普及費、本年度予算額289万6,000円、被保険者の健康保

持のために行う事業に要する経費でございます。13節委託料は、説明資料に記載のとおり

でございます。 

 予算書16ページをお開き願います。６款１項基金積立金、１目国民健康保険事業基金積

立金、本年度予算額13万円。 

 ７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税還付金、本年度予

算額82万円、２目退職被保険者等保険税還付金、本年度予算額５万円、いずれも資格を喪

失した場合に過納となった保険税を還付する経費でございます。 

 ３目保険給付費等交付金償還金、本年度予算額15万2,000円、保険給付費等交付金の返還

金でございます。 

 ４目その他償還金、本年度予算額1,000円、その他返還金でございます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金、本年度予算額1,000円。 

 次のページをごらん願います。８款１項１目予備費、本年度予算額10万円、予備費でご
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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。 

 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 予算書の４ページです。歳入のところで私説明聞き逃しているかもしれませ

んが、国民健康保険税の前年との比較で1,000万円から違います。それから、道支出金でも

6,490万円という低い額になっていますけれども、説明聞き逃したかもしれませんけれど

も、これはどんな要素なのか説明お願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保険医療係長。 

〇寺澤町民課保険医療係長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、保険税が減額になったことにつきましては、被保険者数が減ったことによるもの

です。 

 次に、道支出金が減額になったことについてですが、こちらは保険給付費と同額が北海

道から交付されることになっており、保険給付費の減に伴い減となっているものでござい

ます。 

 以上です。 

〇杉江議員 最初のほう聞こえなかったので、済みません。 

〇田村議長 大きい声で。 

〇寺澤町民課保険医療係長 済みません。 

 保険税の減につきましては、被保険者数が減になったことによるものでございます。前

年度では1,643人を見込んでおりましたが、31年度では1,553人と見込んでおります。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 それは間違いないと思います。被保険者数がほぼ90人減っています。それが

要因だと思うのですが、90人減って1,000万円ちょっと減るということですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 補足をさせていただきます。 

 被保険者が減ったという要因とともに、均等割、昨年度は１人１万9,800円でしたが、

5,000円減額を昨年度させていただいておりますので、１万4,800円という計算でしており

ますので、被保険者数が減ったこととともに、その減額になった分が要因ということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 世帯数も50戸減っていますよね、このことも関係ありますよね、当然。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 大変申しわけございません。 

 平等割が減ったということも要因でございます。一番大きいのは均等割が大きな要因だ

ということで、先ほど説明させていただいたとおりでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 それで、30年から広域で道の運営ということになりました。昨年の予算額８

億1,000万円ですけれども、先般補正で７億7,000万円まで減りました。確定はしていませ

んけれども、減っているのです。７億円台です。今年も予算で７億3,000万円です。でも、

29年あるいは28年は９億円台なのです。予算がご承知のとおり９億1,000万円とか９億

3,000万円ぐらいあったと思います。そのときのことはいいのですが、道の広域の運営にな

って２億円ほど明らかに減っているのですが、さっき言われた均等割の減額によって多少

埋まったと思うのですが、さほど国保税が安くなった感じはしていないということなので

すが、その辺ほぼ２億円減っている一番の要因何ですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保険医療係長。 

〇寺澤町民課保険医療係長 平成29年度までは共同事業交付金と拠出金というものがござ

いまして、それがなくなったことが一番大きな要因でございます。ちょっと手元に資料が

なくて申しわけないのですけれども、かなり大きな額が減っているところでございます。 

〇田村議長 聞こえないようですので、もう一度お願いします。ちょっと声を大きくして。 

〇寺澤町民課保険医療係長 平成29年度までは共同事業拠出金と交付金というものがあり

まして、全道で保険給付費を平準化する狙いである仕組みがあったのですけれども、それ

が廃止されたことにより大幅に会計の規模が減っているところでございます。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 今言われた交付金が減った分と、それから均等割が１万9,800円ですか、安く

したという分との差し引きで２億円ぐらいの予算の差が出ているということなのですか。

私も耳十分でないので、はっきり聞き取れないのです。申しわけありません。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 ただいま係長がお答えをさせていただいたほかに、被保険者も当然減っ

ていますし、医療費が格段に減っております。これは、毎年度状況が変わりますので、今

年が減ったから来年も減るということは当然言えません。また、医療費の内容によっては

増額する場合もございます。医療費が減ってきているというのが大きな要因でございます

ので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 
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〇杉江議員 今課長のほうから説明ありましたように、高額療養費の負担も減っています

よね、明らかに。そういうことを含めてだというのならわかるのですが、そのことを確認

したかったのです。よろしいです。 

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23号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第４ 議案第２４号 

〇田村議長 日程第４、議案第24号 平成31年度浦幌町後期高齢者医療特別会計予算を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 浦幌町後期高齢者医療特別会計予算書１ページをお開き願います。説明

資料は48ページをごらん願います。議案第24号 平成31年度浦幌町後期高齢者医療特別会

計予算。 

 平成31年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,020万9,000円と定める。 

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

る。 

 平成31年３月４日提出、十勝郡浦幌町長。 

 この会計は、後期高齢者医療広域連合に対する収支を処理する特別会計でございます。

主な内容につきましては、説明資料48ページと49ページに記載をしてございます。 

 予算書２ページ、３ページの第１表、歳入歳出予算並びに４ページ、５ページの歳入歳

出予算事項別明細書、１、総括は、説明を省略をさせていただきます。 

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

算額5,592万3,000円、75歳以上の方及び65歳以上75歳未満の方で一定の障がいがあり、後

期高齢者医療保険の資格を取得された方が納める保険料となってございます。被保険者数
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は1,052人でございます。 

 ２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額3,417万3,000円、

後期高齢者医療広域連合への保険料軽減措置分の納付金として一般会計から繰り入れるも

のでございます。１節事務費繰入金、２節保険基盤安定繰入金の内容につきましては、説

明資料49ページに記載のとおりでございます。 

 ３款１項１目繰越金、本年度予算額1,000円、前年度繰越金でございます。 

 ４款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、本年度予算額1,000円は、保険料

の延滞金でございます。 

 ２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、本年度予算額10万円、２目還付加算金、

本年度予算額１万円、いずれも保険料の過誤納付が生じた場合に広域連合から納付される

還付金及び還付加算金でございます。 

 続いて、７ページをごらん願います。３項１目雑入、本年度予算額1,000円、その他雑入

でございます。 

 次の国庫支出金、国庫補助金、後期高齢者医療制度円滑運営事業費補助金は、廃目整理

するものでございます。 

 ８ページをお開き願います。歳出でございます。３、歳出、１款総務費、１項総務管理

費、１目一般管理費、本年度予算額678万2,000円、この会計に係る職員の人件費及び事務

的経費でございます。主な減額の内容は、人件費445万6,000円、13節委託料、システム改

修業務終了による54万円の減でございます。 

 ２項１目徴収費、本年度予算額75万7,000円、後期高齢者医療保険料の賦課及び徴収に係

る事務的経費でございます。 

 次の９ページをごらん願います。２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、本年度

予算額8,255万8,000円、後期高齢者医療広域連合に対する納付金でございます。19節負担

金、補助及び交付金の内容につきましては、説明資料49ページに記載のとおりでございま

す。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、本年度予算額10万円、

２目還付加算金、本年度予算額１万円、いずれも保険料の過誤納付が生じた場合における

還付金及び還付加算金でございます。 

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

 ４款１項１目予備費、本年度予算額1,000円、予備費でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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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24号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第５ 議案第２５号 

〇田村議長 日程第５、議案第25号 平成31年度浦幌町介護保険特別会計予算を議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 浦幌町介護保険特別会計予算書１ページをお開き願います。説明資料は

50ページをごらん願います。議案第25号 平成31年度浦幌町介護保険特別会計予算。 

 平成31年度浦幌町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６億6,822万4,000円と定める。 

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

る。 

 平成31年３月４日提出、十勝郡浦幌町長。 

 この会計につきましては、介護保険の運営及び介護給付費の会計を処理する特別会計と

なってございます。主な内容につきましては、予算説明資料50ページから54ページに掲載

してございますので、ご参照願います。 

 予算書２ページ、３ページの第１表、歳入歳出予算並びに４ページ、５ページの歳入歳

出予算事項別明細書、１、総括は、説明を省略をさせていただきます。 

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

者介護保険料、本年度予算額１億1,768万3,000円、この目につきましては65歳以上の第１

号被保険者1,971人の方が納める保険料でございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、本年度予算額１億150万

3,000円、保険給付費が国から交付されるものでございます。内容につきましては、説明資

料52ページに記載のとおりでございます。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金、本年度予算額5,056万7,000円、国からの交付金の内

容でございます。内容につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ２目地域支援事業交付金、本年度予算額1,286万1,000円、支援事業に対する交付金の内

容でございます。１節包括的支援事業・任意事業分、２節介護予防・日常生活支援総合事

業分の内容につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 
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 ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金、本年度予算額8,934万8,000円、

道からの保険給付費の内容でございます。内容につきましては、説明資料に記載のとおり

でございます。 

 予算書７ページをごらん願います。２項財政安定化基金支出金、１目交付金、本年度予

算額2,000円、３項道補助金、１目地域支援事業交付金、本年度予算額687万5,000円、いず

れも道からの交付金でございます。１節包括的支援事業・任意事業分、２節介護予防・日

常生活支援総合事業分の内容につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、本年度予算額１億5,855万3,000円、

２目地域支援事業交付金、本年度予算額479万7,000円、どちらも社会保険診療報酬支払基

金から交付されるものでございます。内容につきましては、それぞれ説明資料に記載のと

おりでございます。 

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

当金、本年度予算額５万2,000円、基金利子でございます。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額１億2,054万8,000円、

介護給付費繰入金及び介護保険事業に係る職員の人件費、事務的経費等を一般会計から繰

り入れるものでございます。節の各内容につきましては、説明資料に記載のとおりでござ

います。 

 ２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金、本年度予算額539万9,000円、基金からの

繰り入れでございます。内容につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ７款１項１目繰越金、本年度予算額３万円、前年度繰越金でございます。 

 予算書９ページをごらん願います。８款諸収入、１項延滞金及び過料、１目第１号被保

険者延滞金、本年度予算額1,000円、２目過料、本年度予算額1,000円、保険料の延滞金及

び過料でございます。 

 ２項雑入、１目第３者納付金、２目返納金、いずれも本年度予算額1,000円、第三者行為

に係る納付金、返納金でございます。 

 ３目雑入、本年度予算額2,000円、雑入でございます。 

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

本年度予算額1,525万1,000円、この会計に係る職員の人件費及び事務的経費を計上してご

ざいます。減額の主なものとしましては、人件費21万6,000円、13節委託料のシステム改修

業務終了による151万2,000円の減でございます。 

 ２項１目賦課徴収費、本年度予算額125万5,000円、介護保険料の賦課徴収に係る事務的

経費でございます。12節役務費、14節使用料及び賃借料につきましては、説明資料53ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 予算書11ページをごらん願います。３項１目介護認定審査会費、本年度予算額543万

8,000円、東部４町で構成する介護認定審査会に係る経費でございます。増額の主な内容は、

19節負担金、補助及び交付金の介護認定審査会共同設置に係る負担金34万5,000円の増でご
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ざいます。12節役務費、14節使用料及び賃借料、19節負担金、補助及び交付金は、説明資

料に記載のとおりでございます。 

 ２目認定調査費、本年度予算額187万3,000円、要介護度の認定調査に要する経費でござ

います。１節報酬、13節委託料は、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書12ページをお開き願います。４項１目介護保険運営協議会費、本年度予算額４万

円、介護保険運営協議会委員６名分に係る経費でございます。１節報酬は、説明資料に記

載のとおりでございます。 

 ５項１目趣旨普及費、本年度予算額８万7,000円、介護保険制度普及のための啓発用品購

入に要する費用の内容でございます。減額の主な内容は、今回制度変更による周知パンフ

レットがないことから、印刷製本費10万8,000円を減額するものでございます。 

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

算額１億6,600万円、２目居宅介護サービス等計画給付費、本年度予算額1,900万円、３目

地域密着型介護サービス等給付費、本年度予算額１億1,600万円、４目施設介護サービス等

給付費、本年度予算額２億3,000万円、いずれの給付費も被保険者が事業者からサービスを

受けたときの費用に対し保険給付費で支払う内容のものでございます。 

 次の13ページをごらん願います。５目福祉用具購入費、本年度予算額50万円、６目住宅

改修費、本年度予算額220万円、いずれも保険給付費として装具購入、住宅改修費用の９割

を被保険者の申請に基づき支払うものでございます。 

 ７目審査支払手数料、本年度予算額43万円、北海道国保連合会への審査支払手数料の内

容でございます。 

 ２項１目高額介護サービス等費、本年度予算額1,400万円、限度額を超えた額を高額介護

サービス費として保険者が支払うものでございます。 

 ３項１目高額医療合算介護サービス等費、本年度予算額210万円、介護保険と医療保険を

利用した際に自己負担した年額費用が高額になったときに保険者が支払う内容でございま

す。 

 ４項１目特定入所者介護サービス等費、本年度予算額3,700万円、低所得者の方の居住費、

滞在費及び食費の負担軽減を図るために本人負担以外の分を北海道国保連合会に支払う経

費でございます。 

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

還金、本年度予算額1,000円、基金償還金でございます。 

 ４款地域支援事業費、１項介護予防・日常生活支援総合事業費、１目介護予防・生活支

援サービス事業費、本年度予算額1,230万1,000円、要支援者等に対し要介護状態などとな

ることを予防、軽減、もしくは悪化の防止、さらには地域における自立した日常生活の支

援並びに事業者が行う多様な支援サービスのニーズに対応する経費でございます。19節負

担金、補助及び交付金は、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ２目一般介護予防事業費、本年度予算額945万4,000円、高齢者の年齢や心身の状態等に
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よって分け隔てることなく運動、栄養、口腔等に係る介護予防教室を充実させ、高齢者が

地域において自立するための支援に係る経費を計上してございます。13節委託料、14節使

用料及び賃借料につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の15ページをごらん願います。３目高額介護予防サービス費相当事業等、本年度

予算額３万円、介護予防・日常生活支援総合事業によるサービス利用料が高額になった場

合に高額介護サービス費等に相当する費用を支払うためのものでございます。 

 ４目その他諸費、本年度予算額４万2,000円、審査支払手数料の内容でございます。 

 ２項包括的支援事業費、１目地域包括支援センター運営事業費、本年度予算額1,875万円、

本町の地域包括センターの運営に係る経費でございます。増額の主な内容は、人件費51万

8,000円の増となってございます。１節報酬、14節使用料及び賃借料は、説明資料に記載の

とおりでございます。 

 予算書16ページ中段をごらん願います。２目在宅医療・介護連携推進事業費、本年度予

算額11万円、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者に対し在宅医療と介護を一体的

に提供するための啓発に関する経費でございます。主な増額の内容は、８節報償費、研修

会講師謝金６万円の増でございます。 

 ３目認知症総合支援事業、本年度予算額546万3,000円、認知症の人や家族に対し、早期

診断に対応する支援体制の構築に係る経費でございます。減額の主な内容は、認知症初期

集中支援事業委託料の減でございます。13節委託料は、説明資料に記載のとおりでござい

ます。 

 予算書17ページをごらん願います。４目生活支援体制整備事業費、本年度予算額561万

1,000円、高齢者に対し多様な日常生活上の支援体制の充実と社会参加の推進を一体的に図

るために設置するものでございます。増の主な内容は、13節委託料の生活支援体制整備事

業委託料の24万8,000円の増額でございます。13節委託料は、説明資料54ページに記載のと

おりでございます。 

 ３項任意事業費、１目介護給付等費用適正化事業費、本年度予算額11万1,000円、介護サ

ービス利用者に対する利用サービスの内容や費用等を通知する郵便料ほかの内容でござい

ます。 

 ２目家族介護支援事業費、本年度予算額416万円、在宅において介護している家族の身体

的、精神的、経済的負担を軽減し、家族介護を継続していただくための支援に要する経費

を計上してございます。減額の内容は、20節扶助費の家族介護慰労金４名分の減で20万円

の減でございます。19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費の内容につきましては、説

明資料に記載のとおりでございます。 

 ３目その他任意事業費、本年度予算額75万3,000円、成年後見制度利用支援事業として成

年後見人等が必要となった低所得者の高齢者に対し、成年後見制度の申し立てに要する経

費や報酬の助成をする経費並びに認知症サポート養成事業として認知症サポート養成に要

する教材費、研修費及び制度の周知に要する経費でございます。20節扶助費は、説明資料
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に記載のとおりでございます。 

 予算書18ページをお開き願います。５款１項基金積立金、１目介護給付費準備基金等積

立金、本年度予算額５万2,000円は、基金積立金でございます。 

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

11万円、保険料の還付金、還付加算金の内容でございます。 

 ２目償還金、本年度予算額1,000円、介護給付費負担金等の精算に伴う償還金の内容でご

ざいます。 

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

 ７款１項１目予備費、本年度予算額10万円、予備費でございます。 

 次の19ページをごらん願います。債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前

年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調

書。事項、地域包括支援センターシステム機器借上料、限度額245万4,000円、前年度末ま

での支出見込額、期間、平成30年度、金額47万2,000円、本年度予算額（再掲）、金額47万

7,000円、当該年度以降の支出予定額、期間、平成31年度から34年度、金額192万円、左の

財源内訳は特定財源の国庫支出金110万9,000円、その他44万2,000円、一般財源36万9,000円

でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第25号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 
 

午後 ２時３２分  休憩 

午後 ２時３４分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第６ 議案第２６号 
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〇田村議長 日程第６、議案第26号 平成31年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町立診療所事務長。 

〇新川診療所事務長 診療所特別会計予算書１ページをごらん願います。あわせまして説

明資料55、56ページをごらん願います。議案第26号 平成31年度浦幌町浦幌町立診療所特

別会計予算。 

 平成31年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億9,853万1,000円と定める。 

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

る。 

 平成31年３月４日提出、浦幌町長。 

 この会計につきましては、町立診療所の管理運営及び診療に係る収支の会計を処理する

特別会計でございます。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算並びに４ページの歳入歳出予算事項別明細書、１、

総括につきましては、説明を省略させていただきます。 

 ６ページをお開き願います。２、歳入、１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金、本年度予算額１億2,016万8,000円、一般会計繰入金のうち、普通交付税措置見込

み額等につきましては説明資料55ページに記載のとおりでございます。 

 ２款１項１目繰越金、本年度予算額50万円、前年度繰越金でございます。 

 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入、本年度予算額１億7,785万円、この科目につきまし

ては診療行為に伴う各種診療報酬の収入科目で、内訳につきましては説明資料55ページに

記載のとおりでございます。 

 ７ページをごらん願います。２項１目雑入、本年度予算額１万2,000円、２目過年度収入

1,000円。 

 ８ページをお開き願います。３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費、本年度

予算額6,502万4,000円、この科目につきましては事務職員の人件費及び診療所の維持管理、

運営にかかわる経費でございます。増額の主なものは、13節委託料で隔年実施の非常用電

気整備及び床ワックスがけ保守業務44万2,000円の増、14節使用料及び賃借料で老朽化に伴

うリース車借り上げ更新38万9,000円、15節工事請負費につきましては暖房給湯ボイラーが

永年使用により機器の劣化及び運転時間超過による性能低下のため、２台取りかえ更新

1,500万円を計上するものでございます。13節委託料、15節工事請負費の内容につきまして

は、説明資料56ページに記載のとおりでございます。減額の主なものは、11節需用費の施

設維持に係る修繕料20万2,000円でございます。 

 ９ページをごらん願います。２目医業費、本年度予算額２億2,700万7,000円、この科目
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につきましては医療業務従事者の人件費及び診療業務に伴う医療材料、医療機器などの経

費でございます。増額の主なものは、７節賃金で非常勤医師の稼働日数増加及び育児休暇

等に係る賃金249万9,000円、13節委託料で管理費増に伴う給食業務管理委託料37万

8,000円、18節備品購入費で医療機器購入に係る38万3,000円の増となっております。減額

の主なものは、11節需用費、使用実績に伴う医薬材料費117万3,000円、13節委託料で育児

休暇終了に伴う放射線技師委託料174万9,000円でございます。13節委託料、14節使用料及

び賃借料並びに18節備品購入費につきましては、説明資料56ページに記載のとおりでござ

います。 

 11ページをごらん願います。２款１項公債費、１目元金、本年度予算額624万2,000円、

医療機器更新事業債に係る長期債償還元金でございます。 

 ２目利子、本年度予算額20万8,000円、長期債償還利子でございます。 

 ３款１項１目予備費、本年度予算額５万円、予備の支出に備えるための科目でございま

す。 

 12ページをお開き願います。債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度

末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書。事

項、ベッドサイド関連機器等賃借料、限度額408万3,000円、前年度末までの支出見込額に

つきましては平成30年度、14万3,000円、本年度予算額56万9,000円、当該年度以降の支出

予定額の期間につきましては平成31年度から37年度、384万1,000円、左の財源内訳の特定

財源、その他384万1,000円でございます。 

 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見

込みに関する調書。区分、浦幌町立診療所整備事業債、前々年度末現在高6,566万8,000円、

前年度末現在高見込額5,979万3,000円、当該年度中増減見込みの当該年度中元金償還見込

額624万2,000円、当該年度末現在高見込額5,355万1,000円。計につきましては同額につき、

省略させていただきます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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。 

 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 予算書９ページの説明書56ページですが、この中の診療所管理費、工事請負

費についてお伺いしたいと思います。 

 暖房給湯ボイラーの取りかえ工事ということで、永年使用による劣化、それから性能低

下ということで２台のボイラーの取りかえ更新を計上しておりますけれども、最初に現在

使用の２台の設置についてお聞きしたいと思います。いつごろなのか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 診療所事務長。 

〇新川診療所事務長 ボイラーの取りかえ更新ということでございますが、２台ありまし

て、１台につきましては、これは診療所の当初開設当時の設置で、平成10年に設置してご
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ざいます。もう一台につきましては、一度平成15年に取りかえ更新しておりますが、その

後現在まで使用しているというような状況でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 結構長く使われているということですが、運転時間だとか、耐用年数、耐久

年数、その辺と時間の目安など、わかれば教えていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 診療所事務長。 

〇新川診療所事務長 最初ご説明したとおり、永年使用ということで、今安藤議員が言わ

れたように目安というのですか、そういう基準的なものということでございますので、私

のほうで業者から聞き取り、点検している形でお聞きしていることの範囲でのご説明にな

りますが、２台あるのですけれども、使用用途が若干違います。１台につきましては直暖、

こういう壁の暖房用です。それとあと、ファルコンといって上から出るような、ファンで

空気が出るようなやつです。それとあと、給湯関係、それについて使用しています。これ

につきましては、１万8,969時間を今経過しています。あともう一台なのですが、床暖関係、

直暖と給湯については１台目と同じような使用の仕方をしております。これにつきまして

は、１万8,850時間というような２月の調査時の数値になっております。それで、耐久年数

につきましては、通常10年から15年前後というふうにお聞きしています。燃焼時間につき

ましては、今時間申し上げましたけれども、目安としては２万時間が大体限度だというふ

うに言われています。当初から設置しているものもありますけれども、使用条件とか、負

荷の条件ですか、それによって耐久年数は変動するということかあると思いますけれども、

いずれにしても今の状況でいうと31年度中には運転時間でいうと２万時間を両方とも超え

るというふうな状況になってございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 もう一つお伺いしたいと思いますが、今回２台とも同時に更新というか、さ

れるのですが、その関係について同年度に２台ということなので、その辺ちょっとお聞き

したいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 診療所事務長。 

〇新川診療所事務長 ２台ありまして、１台の更新でどうなのかということなのかなとい

うふうに思います。それで、今回ボイラー２台更新するということなのですが、２台のボ

イラーの役割が、先ほどちょっと言いましたけれども、給湯用と暖房、一部併用、兼ねて

いるような状況でございます。そして、耐久年数とか燃焼時間、これ双方とも取りかえの

必要な時期になったことに加えまして、燃焼室内の点検時において、火炉ですとか、あと

煙管の腐食、それとか給湯、暖房用の交換機なども摩耗とか損傷もございます。給排水の
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設備なども劣化が進んでおりまして、性能低下がそれに伴って生じているというようなこ

とでございまして、これにつきましては今回入れかえにつきましては実際既存のものと同

様の真空式の温水ボイラーということで、233キロワットのものを更新ということになりま

す。今言ったような理由から性能低下ということで、１台だと負荷かかりますので、２台

の更新が必要ということ、点検業者もその辺のところの状況を言われていますのと、また

これにつきましては受注生産ということもあります。そういう意味合いでも、次期の冬来

る前に、暖房時期に間に合うように当初での予算計上をさせていただいたということでご

ざいますので、ご理解を願います。 

 以上です。 

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26号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第７ 議案第２７号 

〇田村議長 日程第７、議案第27号 平成31年度浦幌町公共下水道特別会計予算を議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 浦幌町公共下水道特別会計予算書の１ページをお開き願います。あわせ

まして説明資料につきましては57ページ、58ページをごらん願います。議案第27号 平成

31年度浦幌町公共下水道特別会計予算。 

 平成31年度浦幌町の公共下水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億4,813万6,000円と定める。 

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

る。 

  （債務負担行為） 

  第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、
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期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

  （地方債） 

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

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 平成31年３月４日提出、十勝郡浦幌町長。 

 この会計につきましては、浦幌町公共下水道に係る施設の建設及び維持管理をする特別

会計でございます。 

 ２ページから３ページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算につきましては、説明

を省略させていただきます。 

 ４ページをごらん願います。第２表、債務負担行為、事項、水洗便所改造等の資金とし

て帯広信用金庫が融資する貸付事業に対する損失補償、期間、平成31年度、限度額50万円。

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

補償、期間、平成31年度、限度額50万円。 

 第３表、地方債、起債の目的、下水道事業、公共下水道事業、限度額2,460万円、起債の

方法、証書借入又は証券発行、利率、年5.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる

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

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

還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換することができる。 

 ５ページから６ページの歳入歳出予算事項別明細書の１、総括につきましては、説明を

省略させていただきます。 

 ７ページをごらん願います。２、歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目公共

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

ざいます。 

 ２項負担金、１目公共下水道費負担金、本年度予算額1,000円、市街地の公共下水道区域

に係る受益者負担金でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目公共下水道使用料、本年度予算額6,193万

3,000円、公共下水道使用料でございます。内訳につきましては、説明資料57ページに記載

のとおりでございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道事業費補助金、本年度予算額2,530万円、

公共下水道事業における社会資本整備総合交付金で690万円の減でございます。 

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

所等資金貸付金の預託金利子でございます。 

 ８ページをごらん願います。５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本

年度予算額１億3,479万6,000円、一般会計からの繰入金でございます。 

 ６款１項１目繰越金、本年度予算額50万円、前年度繰越金でございます。 

 ７款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、本年度予算額1,000円、２目過料、
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本年度予算額1,000円でございます。 

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

す。 

 ３項１目雑入、本年度予算額2,000円、仮払消費税還付金及び雑入でございます。 

 ９ページをごらん願います。８款１項町債、１目公共下水道事業債、本年度予算額2,460万

円、公共下水道事業に係る事業債で1,010万円の減でございます。 

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

本年度予算額460万6,000円、この目につきましては公共下水道の運営に係る一般管理費で

ございます。14節使用料及び賃借料につきましては、説明資料58ページに記載のとおりで

ございます。 

 ２目普及推進費、本年度予算額101万1,000円、水洗化に向けての普及推進に係る経費で

ございます。 

 ２項施設管理費、１目管渠管理費、本年度予算額739万3,000円、この目につきましては

下水道管渠の維持管理に係る経費でございます。増額の主なものは、11節需用費の修繕料

130万円の増で、マンホール中継ポンプ分解整備に要する費用を追加したことによるもので

ございます。11節需用費の修繕料、13節委託料につきましては、説明資料58ページに記載

のとおりでございます。 

 11ページをごらん願います。２目処理場管理費、本年度予算額3,427万円、この目につき

ましては終末処理場の維持管理に係る経費でございます。増額の主なものは、11節需用費

の光熱水費80万5,000円、処理場設備分解整備のための修繕料63万円、13節委託料の放流水

水質分析検査委託料で36万円の増でございます。11節需用費の修繕料及び13節委託料につ

きましては、説明資料58ページに記載のとおりでございます。 

 11ページから12ページをごらん願います。２款事業費、１項１目下水道建設費、本年度

予算額7,204万4,000円、この目につきましては公共下水道建設に係る経費でございます。

減額の主なものは、公共下水道事業設備等更新実施設計が終了したことに伴う13節委託料

で600万円、終末処理場等設備更新工事のための15節工事請負費で1,000万円の減でござい

ます。13節委託料及び15節工事請負費につきましては、説明資料58ページに記載のとおり

でございます。 

 12ページをごらん願います。３款１項公債費、１目元金、本年度予算額１億1,503万

6,000円、２目利子1,367万6,000円、この目につきましては公共下水道事業債に係る償還元

金並びに利子でございます。それぞれ23節償還金、利子及び割引料の長期債償還元金につ

きましては1,768万9,000円、長期債償還利子については336万4,000円が減額となっており

ます。 

 13ページをごらん願います。４款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目過誤納還付金、

本年度予算額５万円、過誤納が生じた際の還付に備えるための費用でございます。 

 ５款１項１目予備費、本年度予算額５万円、予備の支出に備えるための費用でございま
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す。 

 14ページをごらん願います。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当

該年度末における現在高見込みに関する調書。区分、公共下水道事業債、前々年度末現在

高９億471万円、前年度末現在高見込額８億668万6,000円、当該年度中増減見込、当該年度

中起債見込額2,460万円、当該年度中元金償還見込額１億1,503万6,000円、当該年度末現在

高見込額７億1,625万円。計につきましては同額でございますので、省略をさせていただき

ます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第27号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第８ 議案第２８号 

〇田村議長 日程第８、議案第28号 平成31年度浦幌町個別排水処理特別会計予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 それでは、浦幌町個別排水処理特別会計予算書の１ページをごらん願い

ます。あわせて説明資料につきましては59ページから60ページをごらん願います。議案第

28号 平成31年度浦幌町個別排水処理特別会計予算。 

 平成31年度浦幌町の個別排水処理特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,082万7,000円と定める。 

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

る。 

  （債務負担行為） 

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

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 
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  （地方債） 

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

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 平成31年３月４日提出、十勝郡浦幌町長。 

 この会計につきましては、浦幌町個別排水処理に係る施設の設置及び維持管理をする特

別会計でございます。 

 ２ページ及び３ページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算につきましては、説明

を省略させていただきます。 

 次に、４ページをごらん願います。第２表、債務負担行為、事項、水洗便所改造等の資

金として帯広信用金庫が融資する貸付事業に対する損失補償、期間、平成31年度、限度額

50万円、事項、水洗便所改造等の資金として浦幌町農業協同組合が融資する貸付事業に対

する損失補償、期間、平成31年度、限度額100万円。 

 第３表、地方債、起債の目的、下水道事業、個別排水処理施設整備事業、限度額890万円、

起債の方法、証書借入又は証券発行、利率、年5.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り

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

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

及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換することができる。 

 ５ページ及び６ページの歳入歳出予算事項別明細書の１、総括につきましては、説明を

省略させていただきます。 

 ７ページをごらん願います。２、歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目個別

排水処理分担金、本年度予算額12万円、個別排水処理施設設置に係る受益者分担金でござ

います。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目排水処理施設使用料、本年度予算額1,189万

7,000円、設置、使用されている個別排水処理施設に係る使用料でございます。内訳につき

ましては、説明資料59ページに記載のとおりでございます。 

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

所等資金貸付金に係る預託金利子でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額2,820万5,000円、

一般会計からの繰入金でございます。 

 ５款１項１目繰越金、本年度予算額20万円、前年度からの繰越金でございます。 

 ８ページをごらん願います。６款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、本

年度予算額1,000円。 

 ２目過料、本年度予算額1,000円でございます。 

 ２項１目貸付金元利収入、本年度予算額150万円、水洗便所改造等貸付金元金収入でござ

います。 

 ３項１目雑入、本年度予算額2,000円、仮払消費税還付金及び雑入でございます。 
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 ７款１項町債、１目個別排水処理施設整備事業債、本年度予算額890万円、個別排水処理

施設整備に係る事業債でございます。 

 ９ページをごらん願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度予算額74万円、この目につきましては個別排水処理施設に係る一般管理費でござい

ます。14節使用料及び賃借料につきましては、説明資料60ページに記載のとおりでござい

ます。 

 ２目普及推進費、本年度予算額172万1,000円、水洗化に向けての普及推進に係る経費で

ございます。19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料60ページに記載のと

おりでございます。 

 ９ページから10ページをごらん願います。２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理

費、本年度予算額2,207万2,000円、この目につきましては個別排水処理施設等の維持管理

に係る経費でございます。増額の主なものは、設置管理基数の増に伴う13節委託料の保守

業務委託料で38万3,000円の増でございます。11節需用費の修繕料及び13節委託料につきま

しては、説明資料60ページに記載のとおりでございます。 

 ２款事業費、１項１目個別排水処理施設建設費、本年度予算額980万円、この目につきま

しては個別排水処理施設の建設に係る経費でございます。15節工事請負費につきましては、

説明資料60ページに記載のとおりでございます。 

 11ページをごらん願います。３款１項公債費、１目元金、本年度予算額1,331万3,000円、

２目利子、本年度予算額310万1,000円、この目につきましては個別排水処理施設整備事業

債に係る償還元金並びに利子でございます。 

 ４款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目過誤納還付金、本年度予算額３万円、過誤

納が生じた際の還付に備えるための費用でございます。 

 ５款１項１目予備費、本年度予算額５万円、予備の支出に備えるための費用でございま

す。 

 12ページをごらん願います。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当

該年度末における現在高見込みに関する調書。区分、個別排水処理施設整備事業債、前々

年度末現在高２億1,108万6,000円、前年度末現在高見込額２億700万9,000円、当該年度中

増減見込、当該年度中起債見込額890万円、当該年度中元金償還見込額1,331万3,000円、当

該年度末現在高見込額２億259万6,000円。計につきましては同額でございますので、説明

を省略をさせていただきます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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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28号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第９ 議案第２９号 

〇田村議長 日程第９、議案第29号 平成31年度浦幌町簡易水道特別会計予算を議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 浦幌町簡易水道特別会計予算書の１ページ、あわせまして説明資料は61、

62ページをごらん願います。議案第29号 平成31年度浦幌町簡易水道特別会計予算。 

 平成31年度浦幌町の簡易水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億598万4,000円と定める。 

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

る。 

 （地方債） 

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

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

 平成31年３月４日提出、十勝郡浦幌町長。 

 この会計につきましては、浦幌町簡易水道に係る施設の建設及び維持管理をする特別会

計でございます。 

 ２ページから３ページの第１表、歳入歳出予算につきましては、説明を省略させていた

だきます。 

 ４ページをごらん願います。第２表、地方債、起債の目的、簡易水道事業、限度額3,320万

円、起債の方法、証書借入又は証券発行、利率、年5.0％以内（ただし、利率見直し方式で

借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）、償

還の方法、政府資金又は金融機関等の融通条件による。ただし、町財政の都合により据置

期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換することができる。 

 ５ページから６ページにかけての歳入歳出予算事項別明細書の１、総括につきましては、

説明を省略させていただきます。 

 ７ページをごらん願います。２、歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目簡易

水道費負担金、本年度予算額4,020万円、この目につきましては町道整備工事に伴う水道管
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移設工事に係る負担金で1,550万円の増となっております。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料、本年度予算額１億5,054万8,000円、

内訳につきましては説明資料61ページに記載のとおりでございます。 

 ２項手数料、１目簡易水道手数料、本年度予算額10万円、給水工事設計審査に係る手数

料でございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目簡易水道事業費補助金、本年度予算額702万

5,000円でございます。簡易水道事業に係る国庫補助金で111万5,000円の減となっておりま

す。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額１億7,440万7,000円、

一般会計からの繰入金でございます。 

 ８ページをごらん願います。５款１項１目繰越金、本年度予算額50万円、前年度繰越金

でございます。 

 ６款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、本年度予算額1,000円、２目過料、

本年度予算額1,000円でございます。 

 ２項１目雑入、本年度予算額2,000円、雑入及び仮払消費税還付金でございます。 

 ７款１項町債、１目簡易水道事業債、本年度予算額3,320万円、簡易水道事業に係る事業

債で1,640万円の減でございます。 

 ９ページをごらん願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度予算額3,020万4,000円、この目につきましては簡易水道の運営に係る一般管理費で

ございます。増額の主なものは、水道事業審議会のための１節報酬で18万9,000円の増でご

ざいます。１節報酬、14節使用料及び賃借料につきましては、説明資料62ページに記載の

とおりでございます。 

 10ページをごらん願います。２目施設管理費、本年度予算額7,097万円、この目につきま

しては簡易水道施設の維持管理に係る経費でございます。増額の主なものは、11節需用費

の燃料費78万7,000円、光熱水費172万7,000円、緊急時対応資材購入及び施設巡視車更新の

ための18節備品購入費で574万円の増でございます。減額の主なものは、浦幌浄水場温水ボ

イラー更新工事等が完了したことに伴う15節工事請負費850万円の減でございます。11節需

用費の修繕料、13節委託料、14節使用料及び賃借料の機械借り上げ料、18節備品購入費に

つきましては、説明資料62ページに記載のとおりでございます。 

 11ページをごらん願います。２款１項事業費、１目給水事業費、本年度予算額１億1,681万

4,000円、この目につきましては簡易水道施設整備及び給水装置に係る量水器取りかえなど

に係る経費でございます。増額の主なものは、水道管移設、量水器取りかえ及び浄水設備

等更新工事に係る15節工事請負費で260万円の増。減額の主なものは、浄水場施設監視制御

システム更新基本設計業務が完了したことに伴う13節委託料400万円の減でございます。

13節委託料、15節工事請負費につきましては、説明資料62ページに記載のとおりでござい

ます。 
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 ３款１項公債費、１目元金、本年度予算額１億5,693万6,000円、２目利子、本年度予算

額3,096万円、この目につきましては簡易水道事業債に係る償還元金並びに利子でございま

す。23節償還金、利子及び割引料につきまして、長期債償還元金では901万1,000円の増、

長期債償還利子では286万円の減となっております。 

 ４款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目過誤納還付金、本年度予算額５万円、過誤

納が生じた際の還付に備えるための費用でございます。 

 ５款１項１目予備費、本年度予算額５万円、予備の支出に備えるための費用でございま

す。 

 12ページをごらん願います。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当

該年度末における現在高見込みに関する調書。区分、簡易水道事業債、前々年度末現在高

19億7,191万6,000円、前年度末現在高見込額18億7,359万2,000円、当該年度中増減見込、

当該年度中起債見込額3,320万円、当該年度中元金償還見込額１億5,693万6,000円、当該年

度末現在高見込額17億4,985万6,000円。計につきましては同額でございますので、説明を

省略させていただきます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 説明資料の62ページでお願いいたします。事業費の中で後段のほうです。国

の３分の１という名目入ったものが去年も同じく３つあります。これは何年かかって終わ

るのか。そのほかにも、浄水場水質監視装置更新工事ということで昨年も270万円予算化し

ています。こうした工事、例えば量水器なんかは順次取りかえていくのだと思うのですが、

それはいいのですが、今聞いた４項目についてどういう計画でやっているか確認しておき

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 ただいまのご質問にお答えします。 

 浦幌浄水場浄水設備等更新工事、幾千世浄水場浄水設備等更新工事、中浦幌浄水場浄水

設備等更新工事、国庫補助の３分の１の事業に関しましては、平成21年度より31年度まで

で実施しております。それでありますので、31年度終了する予定でございます。一番最後

の段の浦幌浄水場水質監視装置といいますのは、国の補助に当たらない水質を監視する装

置の維持補修的な更新工事でございまして、施設の状況を鑑みまして、年に１台もしくは

２台という形で随時更新をしております。設置年度が平成10年前後ということもございま

して、大幅に耐用年数は超過しておりますが、毎年点検整備を実施しておりますので、す

ぐに全て更新する必要はないという判断のもと、年度に１台もしくは２台という形で、今

後はこれは継続して更新工事を進めていきたいという考えでございます。 

 以上です。 
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〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 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29号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

本日は、これをもって散会します。 

 再開は、あす午前10時といたします。 

散会 午後 ３時２３分 


