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平成２５年第１回浦幌町議会定例会（第５号） 

 

平成２５年３月２１日（木曜日） 

開議 午前１０時００分 

閉会 午後 １時３３分 

 

〇議事日程 

 日程第 １ 議会運営委員長報告 

 日程第 ２ 諸般の報告（議長） 

 日程第 ３ 行政報告（町長） 

 日程第 ４ 議案第２０号 平成２５年度浦幌町町有林野特別会計予算 

 日程第 ５ 議案第２１号 平成２５年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第 ６ 議案第２２号 平成２５年度浦幌町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第 ７ 議案第２３号 平成２５年度浦幌町介護保険特別会計予算 

 日程第 ８ 議案第２４号 平成２５年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算 

 日程第 ９ 議案第２５号 平成２５年度浦幌町公共下水道特別会計予算 

 日程第１０ 議案第２６号 平成２５年度浦幌町個別排水処理特別会計予算 

 日程第１１ 議案第２７号 平成２５年度浦幌町簡易水道特別会計予算 

 日程第１２ 議案第２８号 平成２４年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第１３ 議案第２９号 平成２４年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第１４ 同意第 １号 浦幌町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることに 

              ついて 

 日程第１５ 同意第 ２号 浦幌町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を 

              求めることについて 

 日程第１６ 発委第 ２号 浦幌町議会委員会条例の一部改正について 

 日程第１７ 発委第 ３号 浦幌町議会会議規則の一部改正について 

 日程第１８ 発委第 ４号 義務教育費無償・義務教育費国庫負担制度堅持と負担率二 

              分の一への復元、「３０人以下学級」の実現へむけた教育予 

              算の確保・拡充を求める意見書の提出について 

 日程第１９ 発委第 ５号 平成２５年度地方財政対策に関する意見書の提出について 

 日程第２０ 発議第 １号 委員会の閉会中の継続審査の件について 

 日程第２１ 発議第 ２号 議員の派遣について 

 日程第２２ 発議第 ３号 所管事務調査について 

 

〇出席議員（１３名） 

    １番  関  井  雅  明     ２番  差  間  正  樹 
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    ３番  安  藤  忠  司     ４番  中  尾  光  昭 

    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    １２番  野  村  俊  博 

   １３番  田  村  寛  邦 

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇出席説明員 

    特 別 職 

     町    長   水  澤  一  廣 

     副  町  長   門  馬  孝  敬 

 

    町 部 局 

     総 務 課 長   鈴  木  宏  昌 

     まちづくり政策課長   大  山  則  幸 

          町 民 課 長      小 路 谷  守  昌 

     保健福祉課長   横  田  孝  志 

          産 業 課 長      亀  山     昇 

     施 設 課 長   新  川  寿  雄 

     上浦幌支所長   佐  藤  勇  人 

     会計管理者   永  澤  厚  志（ＡＭ欠席 １３時００分～出席） 

          診療所事務長      菅  原     敏 

 

    教育委員会 

     教育委員長   松  田  泰  一 

          教  育  長      久  門  好  行（１３時０８分～１３時１０分退席） 

     教 育 次 長   山  本  輝  男 

 

    農業委員会 

     会    長   山  本  和  義 

          事 務 局 長      賀  下  利  幸 

 

    監 査 委 員 

     代表監査委員   神  谷  敏  昭 
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〇出席議会事務局職員 

     局    長   前  田     勇 

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

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は13名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

します。 

 

    ◎議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 杉江委員長。 

〇杉江議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。 

 平成25年第１回浦幌町議会定例会、本日の運営について19日、議会運営委員会を開催し、

協議をいたしましたので、報告いたします。 

 本日は、諸般の報告、行政報告に続き、議案第20号 平成25年度浦幌町町有林野特別会

計ほか７特別会計予算及び平成24年度浦幌町一般会計補正予算、平成24年度浦幌町介護保

険特別会計補正予算の審議であります。次に、同意案件２件、浦幌町議会委員会条例の一

部改正ほか意見書の提出２件等発委案件４件、発議第１号、委員会の閉会中の継続審査、

発議第２号、閉会中の議員派遣、発議第３号、各常任委員会所管事務調査であります。よ

って、会期設定どおり本日をもって最終日といたしたいと思います。 

 以上、議会運営委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 諸般の報告 

〇田村議長 日程第２、諸般の報告を行います。 

 平成25年３月11日から平成25年３月20日までの議長等の動静につきましては、お手元に

配付のとおりでありますので、ごらんおきを願います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第３ 行政報告 

〇田村議長 日程第３、行政報告を許します。 

 町長。 

〇水澤町長 行政報告をさせていただきます。 

 平成25年３月11日から平成25年３月20日までの町長等の動静については、お手元に配付

のとおりでありますので、ごらんおきを願いたいと思います。 

 ２のその他については、特にございません。 

 以上で行政報告とさせていただきます。 
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〇田村議長 以上で行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第４ 議案第２０号 

〇田村議長 日程第４、議案第20号 平成25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。 

〇亀山産業課長 浦幌町町有林野特別会計予算書の１ページをごらん願います。あわせて

町有林野特別会計予算説明資料35ページから37ページをごらん願います。議案第20号 平

成25年度浦幌町町有林野特別会計予算。 

 平成25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9,391万1,000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25年３月11日提出、浦幌町長。 

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

うための特別会計でございます。 

 ２ページと３ページの第１表、歳入歳出予算につい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3,966万9,000円、この目につきましては町有林野に係る植栽、下

草刈り、除伐、間伐、地ごしらえ、野そ駆除及び基金間伐に対する道補助金でございます。

１節造林補助は、事業量72.57ヘクタールの増加に伴い800万2,000円の増額、３節森林整備

加速化・林業再生事業補助金は事業量4.96ヘクタールの減少に伴い147万7,000円減額の内

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

補助金については、町有林野特別会計予算説明資料36ページをごらん願います。 

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

目につきましては北海道電力に対する町有林の土地貸付料でございます。 

 ２目利子及び配当金、本年度予算額５万円、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2,372万円、この目につきまして

は留真ほか１地区の町有林35.56ヘクタールの皆伐による立木売り払い代金でございます。

１節立木売払収入については、町有林野特別会計予算説明資料36ページをごらん願います。 

 ２目素材売払収入、本年度予算額1,030万1,000円、この目につきましては町有林143.96ヘ
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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節間伐材売払収入は、材積

1,144立方メートル増に伴い364万1,000円増額の内容でございます。１節間伐材売払収入に

ついては、町有林野特別会計予算説明資料36ページをごらん願います。 

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

つきましては職員人件費の一部に係る一般会計からの繰入金でございます。 

 ２項１目基金繰入金、本年度予算額1,505万9,000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1,000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100万円、この目につきましては雑入として植

栽に係るニトリ北海道応援基金100万円の内容でございます。 

 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1,611万

8,000円、この目につきましては町有林の維持管理に係る人件費及び事務等に要する経費で

ございます。増額の主なものは、人件費で13万8,000円の増、７節賃金で立木調査等測量人

夫賃39万円の増、13節委託料で間伐調査対象箇所の増加により町有林管理委託料14万

7,000円増額の内容でございます。減額の主なものは、12節役務費で新植分面積6.86ヘクタ

ールの減に伴い森林共済保険料22万7,000円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いては、町有林野特別会計予算説明資料37ページをご参

照願います。 

 ２款１項財産造成費、１目造林費、本年度予算額7,007万5,000円、この目につきまして

は町有林の管理、造成に要する経費でございます。増額の主なものは、15節工事請負費で

施工面積57.61ヘクタールの増加により1,322万9,000円増額の内容でございます。減額の主

なものは、16節原材料費で植栽面積26.68ヘクタールの減少による植林用苗木購入本数３万

8,000本の減に伴い295万3,000円減額の内容でございます。13節委託料、15節工事請負費、

16節原材料費については、町有林野特別会計予算説明資料37ページをご参照願います。 

 ３款１項公債費、１目元金、本年度予算額559万4,000円、この目につきましては公有林

整備事業債に係る償還元金でございます。対前年度比105万5,000円の減額でございます。 

 ２目利子、本年度予算額207万4,000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。対前年度比15万5,000円の減額でございます。 

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

ましては予備の支出に備えるための科目でございます。 

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

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

高8,633万4,000円、前年度末現在高見込み額7,968万5,000円、当該年度中増減見込み、当

該年度中元金償還見込み額559万4,000円、当該年度末現在高見込み額7,409万1,000円とな

ります。計の欄については同額ですので、説明を省略させていただきます。 
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 以上で議案第20号 平成25年度浦幌町町有林野特別会計予算の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、中尾議員。 

〇中尾議員 まず、町有林野の特別会計の監査委員さんから出されました基金につきまし

て、5,700万以上の基金がございます。この金額が多い少ないというのは別として、それに

してもこの特別会計で5,700万の基金があるという、この基金の5,700万についての町とし

てどういうような考えがあるのか、いろいろ災害があったりとかしたときの林道とかいろ

んな部分の考えはあるのでしょうけれども、基本的にこの基金の考え方について先にお伺

いをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 まずは、今中尾議員が言われたとおり、緊急の災害等に対する備えとい

う部分もありますし、また町有林として求める、財産を求める場合の活用についても一部

は考えております。ただ、まだ今いつどの時点でというのは具体的にはございませんが、

そういうために備えるための基金というふうに考えていただきたいと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 町が新たにこれからまたこういう町有の財産として山を求める考えもあると

いうことですけれども、この考え方についてなのですけれども、ほかのきのうも審議いた

しました林業費の中でも全く手を打っていないというわけではないのでしょうけれども、

私こういった町有林の部分についてのこういう基金もやはり林業に従事する担い手の皆さ

ん方のぜひそういった部分についても活用を考えていただきたいなというような思いがあ

ります。先般もこちらの中でも七十何万ほどだったでしょうか、森林整備担い手対策推進

事業負担金として22名分として72万6,000円のこの部分もありますけれども、町有林、こう

いうものをしっかりしていくということは、やっぱりそこに従事する人がいないとこうい

う森林の部分というのはきちっとした継続して管理ができないというふうに思っておりま

す。町の第３期まちづくり計画の中においても、この林業の部分についてはうたわれてお

りまして、主要な施策の中で（３）番では林業従事者の確保というようなことで最後に林

業労働力の確保、育成に努めますというような、こういう第３期まちづくり計画もござい

ます。いろいろ国の制度も利用されながらやられているのかなと思いますけれども、私は

やっぱりこういった部分も、町有林野の部分とちょっとかけ離れると思うのかもしれませ

んけれども、でもやっぱりこういう基金というものをこういう従事者の対策に向けて、一

つの労働確保というのでしょうか、向けていただきたいなと。また、これどんな仕事も、

農業も林業も漁業もみんなそうですけれども、こういう１次産業に携わる仕事というのは

やっぱり１年では無理なのです。国のほうもいろんな対策打っていますけれども、大体３
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年ぐらいめどにして打っています。そういう部分では、雇用対策では４万の48万という、

こういうのはありますけれども、やっぱり林業はそれだけでは済まされないだろうなとい

う思いから、私はぜひこういう基金もそういう育成の部分についても検討していただきた

いなと、そんな思いから質問させていただいておりますけれども、考え方伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 町有林の事業基金につきましては、これはやはり町有林のためというふ

うに考えてございます。ただ、一般会計の中でやはり一般財源を使ってでもそういう後継

者対策なり従業員に対する対策については図っていかなければならない。そして、今浦幌

町の林産振興会の中に青年部ができまして、そういう中で若い方たちもいろんな意見を持

っております。そういう意見も町長も交換させていただいておりますので、そういう中で

新たにどういう施策が必要なのかというところ、また従業員の確保について困っていると

いうふうな部分を聞いておりますので、そういう部分については今後調査検討させていた

だきながら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 町長。 

〇水澤町長 基金の考え方でありますけれども、今担当課長が申し上げたとおりでありま

して、１次産業の育成、後継者の育成含めてやはり政策的に一般会計の中で行っていくべ

きものだろうなというふうに思っています。町有林野経営の基金、これはあくまでも町有

林野の会計の中での造成とか、そういうものに使うべきものであって、育成計画、そうい

うものについては一般財源の中で基本的に政策部分としてしっかり打っていく必要がある

だろうなというふうに思っています。あえて重ねて申し上げたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第20号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午前１０時１７分  休憩 

午前１０時１９分  再開 
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〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第５ 議案第２１号 

〇田村議長 日程第５、議案第21号 平成25年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算を

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 議案第21号 平成25年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算。 

 平成25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９億1,558万5,000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25年３月11日提出、浦幌町長。 

 本特別会計の予算につきましては、加入世帯1,041世帯、被保険者数2,101名に係ります

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

料につきましては、38ページから41ページに記載のとおりでございます。 

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

ます。 

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

させていただきます。 

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

民健康保険税、本年度予算額２億1,200万円、２目退職被保険者等国民健康保険税、本年度

予算額730万3,000円、これらの目につきましては一般被保険者及び退職被保険者に係りま

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

係ります国民健康保険税でございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金、本年度予算額１億7,024万

1,000円、この目につきましては療養給付費及び介護納付金等の負担金でございます。 

 ２目高額医療費共同事業負担金、本年度予算額700万円、この目につきましては北海道国

保連への共同事業拠出金に対しまして国から交付されるものでございます。 

 ３目特定健康診査等負担金、本年度予算額81万7,000円、この目につきましては町が実施

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

 ２項国庫補助金、１目財政調整交付金、本年度予算額3,233万1,000円、この目につきま

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

す。 
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 出産育児一時金補助金につきましては、国庫補助が終了となりましたので、廃目整理さ

せていただきます。 

 ３款１項１目療養給付費等交付金、本年度予算額3,110万円、この目につきましては療養

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

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

6,369万9,000円、この目につきましては各市町村の前期高齢者の加入者の割合によりまし

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

ございます。 

 ５款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費共同事業負担金、本年度予算額700万円、

この目につきましては国庫負担金と同様に共同事業拠出金として道から交付されるもので

ございます。 

 ２目特定健康診査等負担金、本年度予算額81万7,000円、この目につきましては国庫負担

金と同様に健康診査に係る経費について道から交付されるものでございます。 

 ２項道補助金、１目財政調整交付金、本年度予算額4,840万円、この目につきましては市

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

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

民健康保険事業基金の積立金に係ります預金利子でございます。 

 ７款１項共同事業交付金、１目高額医療費共同事業交付金、本年度予算額2,300万円、こ

の目につきましては高額医療に係ります保険者間の財政運営の不安定化を緩和するために

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

出金をもって交付されるものでございます。 

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

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

から交付されるものでございます。 

 ８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額１億1,146万4,000円、

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

金2,305万7,000円、この節につきましては国民健康保険税の軽減分の繰り入れでございま

す。２節保険基盤安定支援分繰入金613万3,000円、この節につきましては低所得者を多く

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

その他一般会計繰入金8,227万4,000円、この節につきましては職員の人件費、出産育児一

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

います。 

 ２項１目基金繰入金、本年度予算額2,500万円、この目につきましては国民健康保険事業

基金の繰入金でございます。 

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

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

円、次のページをお開き願います。２目退職被保険者等延滞金、本年度予算額1,000円、こ

れらの目につきましては保険税に係ります延滞金の科目でございます。 

 ３目一般被保険者加算金、本年度予算額1,000円、４目退職被保険者等加算金、本年度予

算額1,000円、これらの目につきましては償還金に対します加算金でございます。 

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

います。 

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

しては社会保険等の被扶養者分の特定健康指導等を本町の保健センター等に委託をされた

場合に係ります受託事業収入の科目でございます。 

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

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

によります納付金でございます。 

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

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

が受けられなくなった場合の返納金でございます。 

 ５目雑入、本年度予算額２万5,000円、この目につきましては健康実態評価検査自己負担

の科目でございます。 

 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、本年度予算額2,741万2,000円、この目につきましては特別会計に係ります人件費及び

事務費等の経費でございます。主な増減につきましては、13節委託料の特定世帯等の軽減

特別措置延長等に伴いますシステム改修業務委託料31万5,000円の増でございます。 

 ２目連合会負担金、本年度予算額40万3,000円、この目につきましては北海道国保連に対

します負担金でございます。 

 ２項徴税費、１目賦課徴収費、本年度予算額197万1,000円、この目につきましては国民

健康保険税の賦課徴収に係る経費でございます。主な増減につきましては、12節役務費の

コンビニ、クレジット収納に係る前年度の初期導入手数料31万6,000円の減でございます。

12節役務費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料41ページに記載

のとおりです。 

 ３項１目運営協議会費、本年度予算額14万5,000円、この目につきましては国民健康保険

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

記載のとおりです。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、本年度予算額４億8,000万

円、次のページをお開き願います。２目退職被保険者等療養給付費、本年度予算額3,000万

円、これらの目につきましては保険者が負担する医療費の７割について北海道国保連合会

に支払う経費でございます。 
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 ３目一般被保険者療養費、本年度予算額240万円、４目退職被保険者等療養費、本年度予

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

用や保険証を持たずに医療機関を受診され、10割を被保険者が支払ったときに保険者負担

分の７割を被保険者に支払う費用でございます。 

 ５目審査支払手数料、本年度予算額160万9,000円、この目につきましては審査機関であ

ります国保連合会に支払う手数料等でございます。 

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

険者等高額療養費、本年度予算額600万円、これらの目につきましては１カ月に支払う医療

費の負担限度額を超えた場合に支払う経費でございます。 

 ３目一般被保険者高額介護合算療養費、本年度予算額10万円、４目退職被保険者等高額

介護合算療養費、本年度予算額５万円、これらの目につきましては医療費が高額になった

世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保医療保険と介護保険それぞれ限度額の適用後自

己負担額を合算して限度額を超えた場合に支払う費用でございます。 

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

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

で医師の指示により別の医療機関に移送される場合に支払う経費でございます。 

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

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

補助及び交付金につきましては、予算説明資料41ページに記載のとおりです。 

 ５項葬祭諸費、１目葬祭給付費、本年度予算額15万円、この目につきましては被保険者

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

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

 次のページをお開き願います。３款１項１目後期高齢者支援金、本年度予算額１億

1,549万7,000円、２目後期高齢者関係事務費拠出金、本年度予算額9,000円、これらの目に

つきましては後期高齢者医療制度に対しての支援で、社会保険診療報酬支払基金が算出し

た額を同支払基金に支払い、支払基金から広域連合に支払う経費でございます。19節負担

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

 ４款１項１目前期高齢者納付金、本年度予算額13万6,000円、２目前期高齢者関係事務費

拠出金8,000円、これらの目につきましては社会保険診療報酬支払基金が交付する前期高齢

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

予算説明資料41ページに記載のとおりです。 

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

つきましては老人保健事業事務に係る費用でございます。 

 ６款１項１目介護納付金、本年度予算額5,181万3,000円、この目につきましては介護保

険事業における２号被保険者分として社会保険診療報酬支払基金に納付する経費でござい

ます。19節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料41ページに記載のとお
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りです。 

 ７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業拠出金、本年度予算額2,998万

1,000円、この目につきましては過去３年間の高額医療費の推移を見て全道対比で保険者が

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

41ページに記載のとおりです。 

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

事務の共同処理に係り拠出する経費でございます。 

 ３目保険財政共同安定化事業拠出金、本年度予算額9,228万5,000円、この目につきまし

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

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

資料41ページに記載のとおりです。 

 ８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費、本年度予算額527万1,000円、この目

につきましては特定健康診査、特定保健指導に係ります経費でございます。主な増減につ

きましては、18節備品購入費の特定健康診査システムソフトの更新と国保連合会と連動し

ている国保総合システムの端末機の購入に要する増でございます。20ページの13節委託料、

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

 ２項保健事業費、１目保健衛生普及費、本年度予算額198万4,000円、この目につきまし

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

説明資料41ページに記載のとおりです。 

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

算額80万円、２目退職被保険者等保険税還付金、本年度予算額５万円、これらの目につき

ましては過年度にさかのぼり、資格を喪失した場合に過納となった保険税を還付する経費

でございます。 

 ３目償還金、本年度予算額50万円、過年度分の療養給付費等交付金の精算に要する経費

でございます。 

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

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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） 
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〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第６ 議案第２２号 

〇田村議長 日程第６、議案第22号 平成25年度浦幌町後期高齢者医療特別会計予算を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 議案第22号 平成25年度浦幌町後期高齢者医療特別会計予算。 

 平成25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7,543万6,000円と定める。 

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

る。 

 平成25年３月11日提出、浦幌町長。 

 本特別会計の予算につきましては、後期高齢者医療制度によります被保険者数1,088名に

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

本特別会計の予算説明資料につきましては、42ページ、43ページに記載のとおりでござい

ます。 

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

きます。 

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

略させていただきます。 

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

算額4,387万1,000円、この目につきましては75歳以上の後期高齢者及び65歳以上75歳未満

の一定の障がいのある方からいただく保険料でございます。 

 ２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額3,151万1,000円、

１節事務費繰入金892万4,000円、事務費繰入金につきましては広域連合の共通費、事務費、

人件費でございます。２節保険基盤安定繰入金2,258万7,000円、この節につきましては保

険料の軽減措置に対します繰入金でございます。内容につきましては、予算説明資料43ペ

ージに記載のとおりです。 

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

の科目でございます。 

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

つきましては保険料に係る延滞金でございます。 

 ２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、本年度予算額５万円、２目還付加算金、
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本年度予算額1,000円、これらの目につきましては保険料に過誤納が生じた場合に広域連合

から納付されるものでございます。 

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

ます。 

 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、本年度予算額560万円、この目につきましては特別会計に係ります人件費及び事務経費

でございます。この主な増減につきましては、12節役務費における通信運搬費41万8,000円

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

料でございます。 

 ２項１目徴収費、本年度予算額69万1,000円、この目につきましては後期高齢者医療保険

料の賦課徴収に係る事務経費でございます。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、本年度予算額6,909万2,000円、この目に

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

きましては、予算説明資料43ページに記載のとおりです。 

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

２目還付加算金、本年度予算額1,000円、これらの目につきましては保険料の過誤納が生じ

た場合の還付金及び加算金でございます。 

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

す。 

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

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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。 

 

    ◎日程第７ 議案第２３号 

〇田村議長 日程第７、議案第23号 平成25年度浦幌町介護保険特別会計予算を議題とい

たします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 議案第23号 平成25年度浦幌町介護保険特別会計予算。 

 平成25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６億5,533万4,000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。 

 （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。 

 平成25年３月11日提出、浦幌町長。 

 本特別会計の予算につきましては、第１号被保険者数1,899名に係ります介護保険の運

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

す。予算説明資料につきましては、44ページから47ページに記載のとおりでございます。 

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

きます。 

 ４ページをお開き願います。第２表、債務負担行為、事項、地域包括支援センターシス

テム機器借り上げ料、期間、平成25年度から平成29年度、限度額212万円。 

 ５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１項介護保険料、１目第１号被保険者介護

保険料、本年度予算額9,027万5,000円、この目につきましては65歳以上の第１号被保険者

の方から納めていただく介護保険料でございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、本年度予算額１億275万

8,000円、この目につきましては保険給付費の20％もしくは15％が国から交付されるもので

ございます。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金、本年度予算額5,474万6,000円、この目につきまして

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

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

れ、逆に全国平均より少ない場合につきましては５％を下回って交付されるものでござい

ます。本町におきましては、9.29％を見込んでいるもので、交付割合につきましては国か

ら示されたものでございます。 

 ２目地域支援事業交付金、本年度予算額435万7,000円、この目につきましては介護予防

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

39.5％がそれぞれ国から交付されるものでございます。 
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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8,876万7,000円、

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

います。 

 次のページをお開き願います。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、この目につきましては平成24年度から26年度までの３年間の財政運営期間におい

て、収納率の悪化による保険料不足や給付費の増加による財源不足により財政収支の不均

衡が生じた場合に資金の交付を受ける科目でございます。 

 ３項道補助金、１目地域支援事業交付金、本年度予算額217万8,000円、この目につきま

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

ては対象経費の19.75％がそれぞれ道から交付されるものでございます。 

 ４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、本年度予算額１億7,090万円、この目

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

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

 ２目地域支援事業交付金、本年度予算額214万1,000円、この目につきましては介護予防

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

す。 

 ５款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額１万円、この目

につきましては介護給付費準備基金に係る利子でございます。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額１億2,795万9,000円、

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

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

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

保険事業に係る職員の人件費を、事務費繰入金として介護保険事業に係る事務経費を一般

会計より繰り入れるものでございます。 

 ２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金、本年度予算額1,120万6,000円、この目に

つきましては介護給付費準備基金を取り崩して繰り入れるものでございます。 

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

でございます。 

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

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

者の介護保険料に係る延滞金及び過料を科した場合の科目でございます。 

 次のページをお開き願います。２項雑入、１目第３者納付金、本年度予算額1,000円、こ

の目につきましては第三者行為に係ります納付金でございます。 

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

求等があった場合に不正利得等の徴収金を返納してもらう科目でございます。 

 ３目雑入、本年度予算額1,000円、この目につきましてはその他雑入科目でございます。 
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 次の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1,683万5,000円、この目につきましては介護保険事業に係る人件費、事

務経費でございます。主な増減につきましては、人件費の減でございます。 

 ２項１目賦課徴収費、本年度予算額108万円、この目につきましては保険料の賦課徴収に

係る経費でございます。次のページの12節役務費につきましては、予算説明資料47ページ

に記載のとおりです。 

 ３項１目介護認定審査会費、本年度予算額573万5,000円、この目につきましては東部４

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

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

です。 

 ２目認定調査費、本年度予算額236万1,000円、この目につきましては要介護等の認定調

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

ージに記載のとおりです。 

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

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

説明資料47ページに記載のとおりです。 

 ５項１目趣旨普及費、本年度予算額７万3,000円、この目につきましては第１号被保険者

に対します介護保険制度の趣旨普及、啓蒙等に要する費用でございます。 

 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１億6,000万円、２目居宅介護サービス等計画給付費、本年度予算額2,050万円、３目

地域密着型介護サービス等給付費、本年度予算額１億4,000万円、４目施設介護サービス等

給付費、本年度予算額２億5,000万円、１目居宅介護サービス等給付費から４目施設介護サ

ービス等給付費までのうち２目の居宅介護サービス等計画給付費を除きまして、被保険者

が指定事業所から受けたサービスの費用の９割をこの保険給付費で支払うもので、国保連

合会を通じて各事業所に支払われるものでございます。 

 次のページをお開き願います。５目福祉用具購入費、本年度予算額180万円、６目住宅改

修費、本年度予算額276万円、これらの目につきましては被保険者が費用を全額支払い、申

請により保険給付費として９割を被保険者に支払うための経費でございますが、本町にお

きましては受領委任制度をとっており、本町との契約業者であれば被保険者が費用の全額

を支払うのではなく、自己負担金の１割だけを支払う制度となっております。 

 ７目審査支払手数料、本年度予算額45万円、この目につきましては国保連合会への明細

書の審査枚数等に応じて支払う手数料でございます。 

 ２項１目高額介護サービス等費、本年度予算額1,500万円、この目につきましては介護保

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

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

 ３項１目高額医療合算介護サービス等費、本年度予算額240万円、この目につきましては
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介護保険制度において１年間医療保険、介護保険を利用した際に自己負担額が年額で高額

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

 ４項１目特定入所者介護サービス等費、本年度予算額3,240万円、この目につきましては

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

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

す。 

 ３款１項財政安定化基金拠出金、１目財政安定化基金償還金、本年度予算額1,000円、こ

の目につきましては財政安定化基金から貸し出しを受けた場合に係る償還金の科目でござ

います。 

 ４款１項地域支援事業費、１目介護予防事業費、本年度予算額738万5,000円、この目に

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

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

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

借料につきましては、予算説明資料47ページに記載のとおりです。 

 次のページをお開き願います。２目任意事業費、本年度予算額507万5,000円、この目に

つきましては家庭内における介護に伴いまして家族が受けるであろう身体的、精神的、経

済的負担を軽減し、家族介護を継続していただけるための支援に係る経費でございます。

20節扶助費につきましては、予算説明資料47ページに記載のとおりです。 

 ３目包括的支援事業費、本年度予算額2,729万4,000円、この目につきましては町地域包

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

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

立した生活を営めるよう支援するとともに、介護予防支援の実施を図っていくものでござ

います。１節報酬、13節委託料、14節使用料及び賃借料につきましては、予算説明資料47ペ

ージに記載のとおりです。 

 ５款１項基金積立金、１目介護給付費準備基金等積立金、本年度予算額１万円、この目

につきましては介護給付費準備基金を積み立てる科目でございます。 

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

５万1,000円、この目につきましては過年度にさかのぼり、第１号被保険者の資格を喪失し

た場合における被保険者の還付金及び還付加算金でございます。 

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

護給付費負担金の償還に係る科目でございます。 

 次のページをお開き願います。２項繰出金、１目他会計繰出金、本年度予算額1,000円、

この目につきましては過年度分の保険給付費の精算確定に伴い一般会計からの繰り入れを

返還するための科目でございます。 

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

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第23号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 あわせて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５９分  休憩 

午前１１時１０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けます。 

 

    ◎日程第８ 議案第２４号 

〇田村議長 日程第８、議案第24号 平成25年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 議案第24号 平成25年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算。 

 平成25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２億9,396万3,000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。 
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 （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25年３月11日提出、浦幌町長。 

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

会計でございます。 

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

 ４ページをお開き願います。第２表、地方債、起債の目的、過疎対策事業、浦幌町立診

療所医療機器更新事業、限度額3,790万円、起債の方法、証書借入又は証券発行、利率、年

５％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後

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

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

低利債に借換することができる。 

 ５ページをごらんいただきます。歳入歳出予算事項別明細書、１、総括につきましては

説明を省略いたします。 

 ７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8,967万6,000円、一般会計からの繰入金でございます。普通交付税

の措置見込み額については、説明資料48ページに記載されております。 

 ２款１項１目繰越金、本年度予算額50万円、前年度繰越金でございます。 

 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入、本年度予算額１億6,585万3,000円、この科目につ

きましては診療行為に伴います各種診療報酬の収入科目でございます。説明資料の48ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 ２項１目雑入、本年度予算額２万4,000円、２目過年度収入、本年度予算額１万円、特に

説明を加えることはございません。 

 ８ページをごらん願います。４款１項町債、１目浦幌町立診療所医療機器更新事業債

3,790万円、医療機器更新に伴う地方債で、充当率100％でございます。 

 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5,809万6,000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。主な増減でございますが、まず増額につきましては、18節備品購入費におきまし

て院内の冷房対策といたしましてエアコン購入事業及び厨房用のスチームコンベクション

オーブンの更新、これらを合わせまして1,213万円の増額となります。また、減額につきま

しては、15節工事請負費において昨年自動ドア工事がございましたので、90万円の減額と

なっております。13節委託料、18節備品購入費につきましては、説明資料49ページに記載

のとおりでございます。 

 次のページをごらんいただきます。２目医業費、本年度予算額２億3,581万7,000円、こ

の科目につきましては医療業務従事者の人件費及び診療業務に伴います医薬材料、医療機
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器などの経費でございます。主な増減でございますが、まず増額につきましては、18節備

品購入費におきましてレセプトコンピューター・電子カルテシステム及びデジタルエック

ス線テレビシステムの更新並びに医療画像システム（フィルムレス）の器械の新規導入、

これらを合わせまして3,794万7,000円の増額であります。また、減額につきましては、人

件費で265万4,000円、７節賃金の看護師等賃金で321万5,000円、11節需用費の医薬材料費

で240万円の減額となっております。13節委託料、14節使用料及び賃借料、18節備品購入費

につきましては、説明資料49ページに記載のとおりでございます。 

 次のページ、12ページをごらん願います。２款１項１目予備費、本年度予算額５万円で

ございます。 

 13ページをごらんいただきます。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、浦幌町立診療所医療機器更新

事業債、当該年度中増減見込み、当該年度中起債見込み額並びに当該年度末現在高見込み

額ともに3,790万円でございます。 

 以上で説明を終わります。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。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 ２点ほどお伺いします。 

 １点は、冷房施設、私も一般質問させていただきました。1,100万ぐらいの予定で整備さ

れるということですから、大変結構なことだなと思っております。また、そのほかの機器

の補充についても診療所の償還も終わった中でそれなりに整備はしていかなければならな

いという面では、私も評価をしておきたいと思いますが、冷房施設の導入に当たってどの

程度町内業者が受けてやれるのか、ほとんど町内業者の発注で処理できるのか、その辺の

ことを１点お聞きしたいと思います。 

 それから、もう一点は、既にご承知だと思いますが、2014年から医療機関に対して栄養

士の張りつけを国は決めるようです。その中では、診療所は専任でなくてもいいというよ

うな対応のようですが、現状栄養士さんの対応ってどのようになっておられるか、また来

年度以降の対応についてどのようにお考えか、ちょっと先のことですが、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。 

〇鈴木総務課長 私のほうから２問中の最初のご質問にかかわりましてご説明させていた

だきます。 

 備品購入にかかわりますいわゆる冷房機器、エアコンの購入ということで町内業者の対

応が可能かというようなご質問だったかと思います。このことにつきましては、そういう

ことで対応ができるだろうという内容の積算と申しますか、資料も集めながらこの金額に

ついても積算をしてきたということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 
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〇田村議長 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 それでは、私のほうから２点目の栄養士の関係につきましてご説明

させていただきます。 

 ただいまお話のありました栄養士のお話でございますが、多分管理栄養士のお話だと思

います。新聞報道でも昨年の９月と、それから今年に入りまして２月に新聞記事として取

り上げられているところでございます。内容につきましては、平成24年度の診療報酬改定

に伴いまして入院施設、ベッドですね、入院病床を持っている施設については管理栄養士

を置かなければならないというふうに定められました。これにつきましては、病院と診療

所、診療所についてはベッドが19床以下の場合診療所といいますけれども、診療所につき

ましては経過措置がございまして、来年の３月までに設置をしなさいということになって

おります。設置をしなければ、病床については運営できないということになります。現在

この件につきましては、中身はちょっと詳しくわからなくて、それから単純に19床以下持

っている診療所につきましても一律管理栄養士を置きなさいというような内容になってお

りますので、各医療機関におきましてはこの件に対しては非常にいろいろ不平不満がござ

いまして、現在国に対して要望書等、実態に、現状にそぐわないというようなことで国に

要望しているところでございます。そこで、本町の診療所におきましても入院施設につき

ましては、これはなくすわけにはいかないという意味合いからいいますと、管理栄養士を

設置しなければならないという状況下にはあります。ただし、診療所でございますので、

常勤ではなくて非常勤でもいいよというふうになっておりますので、町には管理栄養士１

人ですけれども、おりますし、あるいは民間の業者の管理栄養士にお願いをするというよ

うな方法もあると思いますので、この辺につきましてはこれからの国の動き等をよく確認

の上どういうふうにするかは決定していきたいと考えているところでございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 さきの施設の関係、ちょっとよく聞き取れなかったので、もう一回わかりや

すいような形で説明お願いしたいと思います。 

 それから、２点目の管理栄養士の関係ですけれども、ほぼ私もそのような認識で捉えて

おりますが、国に要請しているということは診療所関係、各町村、あるいは町でも大きい

ところでも診療所と言われるものはあると思いますが、そういうところが一緒になって国

に要請している、そういう中で浦幌もかかわって要請の中に入っているということなので

しょうか。確かに今の配置をすれということの中で診療所の経営が小さい中で経営もまま

ならなくなる、人件費の負担がふえるということの議論がされているということは聞いて

おりますが、要請にかかわることの浦幌町のかかわりというのをちょっと聞かせてくださ

い。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 最初のご質問にかかわりまして、改めてご説明をさせていただきます。 
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 備品の購入の対応でございますので、今般の指名競争入札参加資格の中で物品というも

のもございます。そこの対応としてでき得るということについては、町内業者の方でき得

るというふうに捉えておりますので、この予算の執行につきましては町内業者の方でも執

行していただけるというふうに捉えているところでございます。 

〇田村議長 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 ２点目の管理栄養士の関係でございますけれども、現在積極的に動

いているのが北海道保険医会、ここが今動いておりまして、管理栄養士の配置義務化につ

いて要望を出しているところでございます。伴いまして、この保険医会から町村におきま

しても国等に要請をしてほしいという要望が来ておりまして、今状況を見ながら進めてい

きたいというふうに考えております。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 私も今杉江議員が質問されたように管理栄養士の問題で、先ほども詳しく説

明いただきましたので、よくわかったのですけれども、栄養士というのは都道府県の認可

であり、管理栄養士となると国家公務員、大臣の認可だということで、今言ったように町

村では１人今我が町でいるという話聞いて、臨時職でもいいという話なのですけれども、

そうなってくると単純に言うと俗に言う名義貸し的な形で配置していますよということだ

ろうと思うのですけれども、現在我が町の職員ですか、今管理栄養士持っておられるとい

う方。もしそこに国の制度ですから来年度から設置しなければならないとなったとき、他

の業務との兼ね合い、給食を通じた栄養行為を指導される立場ですけれども、ほかの業務

との兼ね合いとか、その辺の考え方、またもし民間に委託した形でその形を設置するとし

た場合には経費の負担、この給食の委託料の中で包括できるのか、その辺はまだ来年の話

ですけれども、現段階でどのような考え方をお持ちで進めようと思っているのですか、お

伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 今現在本町におきましては管理栄養士１人おりますけれども、保健

福祉課におります。しかし、現在は保健福祉課にまだ私のほうからは話はしておりません。

当然今現在の栄養士は通常の業務持っていますし、その中にうちの業務が入り込むという

のはなかなか難しいのかなと。そういう意味からいいますと、あと民間に頼む、採用する

という方法もありますけれども、これには経費が非常にかかりますし、それから今この資

格を持っている管理栄養士さんがもしこのままスタートしますとどこの病院も欲しい、今

診療所におきましては３割ぐらいの診療所しか管理栄養士を確保していない、７割はまだ

確保していないという状況にありますので、そういう意味では新たに採用するというのは

難しいというふうに思います。ただし、診療所につきましては、非常勤でもいいよという

ふうになっておりますので、その管理栄養士がどういう業務を行うのか、これについても

まだ詳しい話は来ていないのです。ですから、その辺を見きわめた上でどのようにしたら
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いいかということを検討していきたいというふうに考えております。 

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。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第24号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第９ 議案第２５号 

〇田村議長 日程第９、議案第25号 平成25年度浦幌町公共下水道特別会計予算を議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 議案第25号 平成25年度浦幌町公共下水道特別会計予算。あわせて予算

説明資料50ページ、51ページをごらんください。 

 平成25年度浦幌町の公共下水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億4,958万2,000円と定める。 

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

る。 

  （債務負担行為） 

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

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

  （地方債） 

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

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 平成25年３月11日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算は省略させていただきます。 

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

て帯広信用金庫が融資する貸付事業に対する損失補償、期間、平成25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



 － 26 － 

補償、期間、平成25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2,230万円、起債の

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

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

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

還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換することができる。 

 次のページの歳入歳出予算事項別明細書、１、総括は省略させていただきます。 

 ７ページをごらん願います。この会計は、浦幌町公共下水道の建設及び維持管理をする

特別会計でございます。 

 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503万7,000円、受益者負担金とマ

ンホールポンプ所移設設計委託に伴う工事負担金です。 

 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6,785万円、

公共下水道使用料で説明資料50ページに記載のとおりでございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道事業費補助金、本年度予算額2,450万円、

公共下水道事業における社会資本整備総合交付金で980万円の減でございます。 

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

本年度予算額1,000円、水洗便所等資金貸付金の預託金利子でございます。 

 ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額２億2,838万8,000円、

一般会計からの繰入金でございます。 

 ６款１項１目繰越金、本年度予算額50万円、前年度繰越金でございます。 

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

1,000円でございます。 

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

います。 

 次のページをごらんください。３項１目雑入、本年度予算額3,000円、仮払消費税還付金

及び雑入でございます。 

 ８款１項町債、１目公共下水道事業債、本年度予算額2,230万円、公共下水道事業に係る

事業債870万円の減でございます。 

 次のページをお開きください。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費、本年度予算額476万3,000円、この科目につきましては公共下水道運営に係る経費でご

ざいます。増額の主なものは、機械更新に伴うスクラップ収入増に係る補助金返還金の23節

償還金、利子及び割引料５万円の増でございます。減額の主なものは、前納負担金の減に

係る８節報償費41万9,000円の減でございます。 

 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
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ございます。特に説明する事項はございません。 

 ２項施設管理費、１目管渠管理費、本年度予算額732万3,000円、下水道管渠の維持管理

に係る経費でございます。増額の主なものは、説明資料51ページに記載のマンホール、公

共桝修理に係る11節需用費の修繕料300万円、管渠高圧洗浄に係る13節委託料15万8,000円

の増でございます。 

 ２目処理場管理費、本年度予算額2,714万8,000円、この科目につきましては終末処理場

の維持管理に係る経費でございます。増額の主なものは、処理場稼働実績増による電気料

で11節需用費の光熱水費54万円、車検整備に係る修繕料８万円、12節役務費の手数料等11万

1,000円、水質分析検査項目増に係る13節委託料15万円の増でございます。なお、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51ページに記載のとおりでございます。 

 次のページをお開き願います。２款事業費、１項１目下水道建設費、本年度予算額6,824万

4,000円、この科目につきましては公共下水道建設に係る経費でございます。増額の主なも

のは、終末処理場更新工事実施設計及び町道改良に伴う下水道施設移設設計に係る13節委

託料750万円の増でございます。減額の主なものは、公共下水道改築事業に係る15節工事請

負費2,080万円の減でございます。なお、13節委託料、15節工事請負費につきましては、説

明資料51ページに記載のとおりでございます。 

 次のページをごらんください。３款１項公債費、１目元金、本年度予算額２億475万

7,000円、２目利子3,628万6,000円、23節償還金、利子及び割引料の長期債償還元金182万

7,000円、利子402万5,000円が減額となってございます。 

 ４款１項１目予備費、本年度予算額５万円、予備の支出に備えるための費用です。 

 次のページをお開き願います。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び

当該年度末における現在高見込みに関する調書、区分、公共下水道事業債、前々年度末現

在高18億8,540万7,000円、前年度末現在高見込み額17億982万4,000円、当該年度中起債見

込み額2,230万円、当該年度中元金償還見込み額２億475万7,000円、当該年度末現在高見込

み額15億2,736万7,000円。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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。 
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 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１０ 議案第２６号 

〇田村議長 日程第10、議案第26号 平成25年度浦幌町個別排水処理特別会計予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 議案第26号 平成25年度浦幌町個別排水処理特別会計予算。あわせて説

明資料52ページ、53ページをごらんください。 

 平成25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5,371万9,000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。 

  （債務負担行為） 

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

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

  （地方債） 

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

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 平成25年３月11日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算は省略させていただきます。 

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

て帯広信用金庫が融資する貸付事業に対する損失補償、期間、平成25年度、限度額50万円、

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

期間、平成25年度、限度額100万円。 

 第３表、地方債、起債の目的、下水道事業、個別排水処理施設整備事業、限度額1,460万

円、起債の方法、証書借入又は証券発行、利率、年５％以内（ただし、利率見直し方式で

借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）、償

還の方法、政府資金又は金融機関等の融通条件による。ただし、町財政の都合により据置

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。 

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

 ７ページをごらん願います。この会計は、浦幌町個別排水処理施設の設置及び維持管理

をする特別の会計でございます。 

 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、本年度予算

額28万円、個別排水処理受益者分担金でございます。 
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 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1,041万

6,000円、排水処理施設使用料18万2,000円の増、内訳につきましては説明資料52ページに

記載のとおりでございます。 

 ３款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額2,000円、水洗便

所等資金貸付金の預託金利子でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額2,671万7,000円、

一般会計からの繰入金でございます。 

 ５款１項１目繰越金、本年度予算額20万円、前年度繰越金でございます。 

 次のページをお開き願います。６款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、

本年度予算額1,000円、２目過料1,000円でございます。 

 ２項１目貸付金元利収入、本年度予算額150万円、水洗便所改造等貸付金元金収入でござ

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。 

 ７款１項町債、１目個別排水処理施設整備事業債、本年度予算額1,460万円、施設整備に

係る事業債でございます。 

 次の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、本年度予算額45万5,000円、この科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。 

 ２目普及推進費、本年度予算額202万1,000円、水洗化に向けての普及推進に係る経費で

ございます。19節負担金、補助及び交付金は、説明資料53ページに記載のとおりでござい

ます。 

 ２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費、本年度予算額1,741万6000円、この科目

につきましては人件費及び合併処理浄化槽等の施設の維持管理に係る経費でございます。

増額の主なものは、保守点検箇所増に伴う13節委託料15万8,000円で、説明資料53ページに

記載のとおりでございます。 

 ２款事業費、１項１目個別排水処理施設建設費、本年度予算額1,600万円、この科目につ

きましては合併処理浄化槽10基の建設費に係る経費でございます。15節工事請負費につき

ましては、説明資料53ページに記載のとおりでございます。 

 次のページをごらんください。３款１項公債費、１目元金、本年度予算額1,369万5,000円、

２目利子408万2,000円、23節償還金、利子及び割引料の長期債償還元金40万9,000円、利子

９万円が減額となってございます。 

 ４款１項１目予備費、本年度予算額５万円、予備の支出に備えるための費用でございま

す。 

 次のページお開き願います。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当

該年度末における現在高見込みに関する調書、区分、個別排水処理施設整備事業債、前々

年度末現在高２億3,343万7,000円、前年度末現在高見込み額２億3,393万3,000円、当該年
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度中起債見込み額1,460万円、当該年度中元金償還見込み額1,369万5,000円、当該年度末現

在高見込み額２億3,483万8,000円。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第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１１ 議案第２７号 

〇田村議長 日程第11、議案第27号 平成25年度浦幌町簡易水道特別会計予算を議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 議案第27号 平成25年度浦幌町簡易水道特別会計予算。あわせて説明資

料54ページ、55ページをごらんください。 

 平成25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４億9,647万9,000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。 

 （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25年３月11日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算は省略させていただきます。 

 ４ページをお開き願います。第２表、地方債、起債の目的、簡易水道事業、限度額１億

7,530万円、起債の方法、証書借入又は証券発行、利率、年５％以内（ただし、利率見直し

方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利

率）、償還の方法、政府資金又は金融機関等の融通条件による。ただし、町財政の都合によ
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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。 

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

 ７ページをごらん願います。この会計は、浦幌町簡易水道における施設の建設及び維持

管理をする特別会計でございます。 

 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

950万円、町道改良工事などに伴う水道管移設工事負担金でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料、本年度予算額１億4,970万4,000円、

今年度は新規給水地区が供用開始となるため502万6,000円の増額となってございます。水

道使用料の内訳につきましては、説明資料54ページに記載のとおりでございます。 

 ２項手数料、１目簡易水道手数料、本年度予算額10万円、給水工事設計審査に係る手数

料でございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目簡易水道事業費補助金、本年度予算額5,267万

3,000円、統合簡易水道事業における国庫補助金で補助対象事業費の増に伴う1,583万

4,000円の増額となってございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額１億869万9,000円、

一般会計からの繰入金でございます。 

 次のページをお開き願います。５款１項１目繰越金、本年度予算額50万円、前年度繰越

金でございます。 

 ６款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目過料、本年度予算額1,000円でございます。 

 ２項１目雑入、本年度予算額2,000円、雑入及び仮払消費税還付金でございます。 

 ７款１項町債、１目簡易水道事業債、本年度予算額１億7,530万円、簡易水道施設整備に

係る事業債590万円の増でございます。 

 次の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、本年度予算額2,781万3,000円、この科目につきましては簡易水道事業に係る人件費な

どの一般管理費でございます。増額の主なものは、水道料金改定等審議するための水道事

業審議会に係る１節報酬13万7,000円と９節旅費の費用弁償４万5,000円の増でございま

す。 

 ２目施設管理費、本年度予算額7,079万2,000円、この科目につきましては簡易水道施設

における維持管理に係る経費でございます。増額の主なものは、燃料の単価アップに伴う

11節需用費の燃料費39万5,000円、新たに下浦幌配水池と加圧施設の設置に伴う処理量増に

よる光熱水費189万6,000円及び監視システム通信料増による12節役務費18万円、川上浄水

場活性炭吸着装置取りかえに係る15節工事請負費210万円の増でございます。減額の主なも

のは、消毒薬品量の減に係る11節需用費の消耗品費24万7,000円、汚泥産廃処理量の減によ

る12節役務費の手数料21万6,000円、水質監視装置点検調整料の減及び管理業務委託者の入

退職に伴う13節委託料356万4,000円、巡回車購入済み等による18節備品購入費355万

2,000円の減でございます。なお、11節需用費の修繕料、13節委託料、15節工事請負費、18節
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備品購入費につきましては、説明資料55ページに記載のとおりでございます。 

 次のページをごらんください。２款１項事業費、１目給水事業費、本年度予算額２億

5,016万4,000円、この科目につきましては簡易水道施設整備に係る建設工事及び給水装置

に係る量水器取りかえ工事などに関する経費でございます。増額の主なものは、水道管移

設設計に係る13節委託料100万円、水道管移設及び厚内地区計装設備更新等に係る15節工事

請負費8,212万2,000円、水道メーター購入数増による16節原材料費42万6,000円の増でござ

います。減額の主なものは、道営下浦幌地区共同事業負担金1,368万4,000円及び担い手支

援型畑地帯総合整備事業4,400万円減による19節負担金、補助及び交付金合わせて5,768万

4,000円の減額でございます。なお、13節委託料、15節工事請負費、19節負担金、補助及び

交付金につきましては、説明資料55ページに記載のとおりでございます。 

 ３款１項公債費、１目元金、本年度予算額１億218万4,000円、２目利子4,547万5,000円、

長期債償還元金487万8,000円、利子５万4,000円が増額となってございます。 

 次のページをお開き願います。４款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目過誤納還付

金、本年度予算額1,000円、還付金でございます。 

 ５款１項１目予備費、本年度予算額５万円、予備費の支出に備えるための費用でござい

ます。 

 次のページをごらんください。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20億4,504万2,000円、前年度末現在高見込み額22億393万7,000円、当該年度中起債見込

み額１億7,530万円、当該年度中元金償還見込み額１億218万4,000円、当該年度末現在高見

込み額22億7,705万3,000円。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 先日道営の下浦幌地区の営農用水の資料いただきました。その中でこの事業

が平成26年までということで、先ほど供用開始今年度からやるということなのですが、こ

の地区全部供用開始されるのかどうか、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。 

 水道施設係長。 

〇小笠原施設課水道施設係長 今のご質問ですが、事業主体が北海道ということで事業期

間26年ということの予定でありますが、今回供用開始の区間は十静地区、静内、十勝太の

一部を対象に平成25年度内に供用開始を考えております。残りの下浦幌地区につきまして

は、事業期間が26年までということなので、それ以降の早期供用開始を目指しております。 

 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） 
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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 起立全員でございます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時５８分  休憩 

午後 １時００分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けます。 

 

    ◎日程第１２ 議案第２８号 

〇田村議長 日程第12、議案第28号 平成24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28号 平成24年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成24年度浦幌町の一般会計補正予算（第13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722万1,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ71億1,161万2,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成25年３月21日提出。 

 本補正予算につきましては、本定例会においてさきにご審議、ご議決を賜りました一般

会計補正予算の提案に間に合わず、本日追加として改めてご提案申し上げることにつきま

して、お手数をおかけし、まことに申しわけございません。また、本補正の内容にかかわ
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りまして、平成24年第３回定例会におきまして一般会計補正予算のご議決を賜りました一

般会計から介護保険会計への繰出金におきまして、事務の不手際によって誤って減額補正

を提案させていただきました。そのことについて重ねておわびを申し上げます。今後この

ようなことのないように内部の調整を密にしながら進めてまいりたいと思ってございます

ので、よろしくお願いします。 

 それでは、説明に当たらせていただきます。内容につきましては、さらに地方交付税の

増額、また浦幌町屋内ゲートボール場の屋根修繕に伴います追加の補正予算となるもので

ございます。 

 次のページをおめくりいただきたいと思います。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。 

 次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。 

 ４ページをごらんおき願います。説明資料１ページについてもあわせてごらんおき願い

ます。２、歳入、９款１項１目地方交付税722万1,000円を追加し、35億8,731万7,000円、

１節地方交付税722万1,000円は、普通交付税で説明資料１ページに記載のとおり、国の補

正予算に伴いまして調整率により減額されていた普通交付税が全額復活したことによる追

加補正をするものの内容でございます。 

 ３、歳出、２款総務費、１項総務管理費、６目財政調整等基金費291万1,000円を追加し、

13億1,627万6,000円、25節積立金291万1,000円の追加は、公共施設整備基金への積み立て

の内容でございます。 

 ３款民生費、３項老人福祉費、１目老人福祉総務費431万円を追加し、１億6,843万

8,000円、11節需用費13万8,000円は、修繕料の内容で説明資料１ページに記載のとおり、

３月２日の強風によりまして浦幌町屋内ゲートボール場の屋根が一部損壊したことから、

その修理に当たるものでございます。28節繰出金417万2,000円、介護保険特別会計への繰

出金の内容で、先ほどご説明させていただきました内容の417万2,000円の増額のものでご

ざいます。このことにつきましても改めておわびを申し上げます。 

 ご審議のほどよろしくどうぞお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第28号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 
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〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１３ 議案第２９号 

〇田村議長 日程第13、議案第29号 平成24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 今回の追加補正につきましては、基金利子を積み立てる支出科目の３

月補正誤りによりますものと、先ほどの一般会計につきましても本特別会計の繰出金に係

ります９月補正誤りによる追加補正となりましたことにつきまして、重ねておわび申し上

げます。申しわけございません。以後このようなことが起きないよう気をつけますので、

よろしくお願いいたします。 

 ５ページをごらん願います。議案第29号 平成24年度浦幌町介護保険特別会計補正予算。 

 平成24年度浦幌町の介護保険特別会計補正予算（第６回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

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

入歳出それぞれ６億3,309万2,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成25年３月21日提出、浦幌町長。 

 ６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。 

 ７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。 

 ８ページをごらんください。２、歳入、５款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及

び配当金５万2,000円を減額し、8,000円、１節利子及び配当金５万2,000円の減額、基金利

子の減額でございます。 

 ６款繰入金、２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金６万円を追加し、201万3,000円、

１節介護給付費準備基金繰入金６万円の追加でございます。 

 ３、歳出、５款１項基金積立金、１目介護給付費準備基金等積立金8,000円を追加し、

8,000円、25節積立金8,000円の追加、基金利子の積み立てでございます。 

 補正予算の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。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第29号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１４ 同意第１号 

〇田村議長 日程第14、同意第１号 浦幌町教育委員会の委員の任命につき同意を求める

ことについてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 同意第１号 浦幌町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについ

て。 

 浦幌町教育委員会委員、久門好行は、平成25年３月31日をもって任期満了となるので、

浦幌町教育委員会の委員に次の者を任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第４条第１項の規定により議会の同意を求める。 

 平成25年３月11日提出、浦幌町長。 

 氏名は、久門好行。任期につきましては、平成25年４月１日から平成29年３月31日まで

であります。生年月日、住所等につきましては記載のとおりでありますので、ごらんおき

をいただきたいと思います。 

 なお、久門教育委員につきましては、平成21年４月から教育委員に任命以来２期目の同

意を求めるところでありますけれども、同氏は教育全般にわたり精通し、教育の日の制定

など先進的な教育行政を執行していただいておるところであります。また、小中一貫教育

の方向性にも取り組んでいただいていることから、引き続き教育委員として任命すべく同

意を求めるものでありますので、議員各位の同意を賜りますようよろしくお願いを申し上

げて、提案とさせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、これより質疑、討論を省略し、採決を行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本件は同意することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１５ 同意第２号 
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〇田村議長 日程第15、同意第２号 浦幌町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき

同意を求めることについてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 同意第２号 浦幌町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求め

ることについて。 

 浦幌町固定資産評価審査委員会委員、髙橋廣幸は、平成25年５月10日をもって任期満了

となるので、浦幌町固定資産評価審査委員会の委員に次の者を選任したいから、地方税法

第423条第３項の規定により議会の同意を求める。 

 平成25年３月11日提出、浦幌町長。 

 氏名につきましては、髙橋廣幸氏であります。任期につきましては、平成25年５月11日

から平成28年５月10日まででありまして、生年月日、住所、職業、略歴につきましては記

載のとおりでありますので、ごらんおきを願いたいと思います。 

 なお、髙橋廣幸氏につきましては、平成15年３月に固定資産評価委員に選任して以来４

期を数え、固定資産評価に対する知識、経験等造詣が深く、さらに研修、研さんを重ねて

きているところであります。町民の財産であるところの資産評価への信頼を維持するため

にも引き続き選任していただきたく、同意を求めるものであります。 

 議員各位の同意を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由とさせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、これより質疑、討論を省略し、採決を行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本件は同意することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１６ 発委第２号 

〇田村議長 日程第16、発委第２号 浦幌町議会委員会条例の一部改正についてを議題と

いたします。 

 提案理由の趣旨について説明を求めます。 

 杉江議会運営委員長。 

〇杉江議会運営委員長 発委第２号 浦幌町議会委員会条例の一部改正について。 

 上記の議案を、地方自治法第109条第６項及び浦幌町議会会議規則第14条第３項の規定に

より提出します。 

 平成25年３月21日提出、提出者、議会運営委員会委員長。 

 次のページをお開きください。浦幌町議会委員会条例の一部を改正する条例。 

 条文の朗読を省略し、要旨のみご説明いたします。第30次地方制度調査会で取りまとめ

られた地方自治法改正案に関する意見に基づき改正された地方自治法の一部を改正する法
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律が平成24年９月５日に公布され、委員会の委員の選任に関する規定を削除し、条例で定

めることとされたことに伴い、議会委員会条例を改正するものです。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 議員各位には、ご協賛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ので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより発委第２号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

 

    ◎日程第１７ 発委第３号 

〇田村議長 日程第17、発委第３号 浦幌町議会会議規則の一部改正についてを議題とい

たします。 

 提案の趣旨について説明を求めます。 

 杉江委員長。 

〇杉江議会運営委員長 発委第３号 浦幌町議会会議規則の一部改正について。 

 上記の議案を、地方自治法第109条第６項及び浦幌町議会会議規則第14条第３項の規定に

より提出します。 

 平成25年３月21日提出、提出者、議会運営委員会委員長。 

 次のページをお開きください。浦幌町議会会議規則の一部を改正する規則。 

 条文の朗読を省略し、要旨のみ説明いたします。現在浦幌町議会では、議会の活性化に

取り組んでいるところであり、昨年12月の第４回町議会定例会において議会基本条例を制

定したところであります。議会基本条例の制定に伴い、町長等の反問権、自由討議、一般

質問の一問一答方式、議会報告会の開催など、議会運営について変更になることから、会

議規則を改正するものです。 

 附則、この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

 議員の皆様には、ご協賛のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより発委第３号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

 

    ◎日程第１８ 発委第４号 

〇田村議長 日程第18、発委第４号 義務教育費無償・義務教育費国庫負担制度堅持と負

担率二分の一への復元、「30人以下学級」の実現へむけた教育予算の確保・拡充を求める意

見書の提出についてを議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 総務文教厚生常任委員長。 

〇中尾総務文教厚生常任委員長 発委第４号 義務教育費無償・義務教育費国庫負担制度

堅持と負担率二分の一への復元、「30人以下学級」の実現へむけた教育予算の確保・拡充を

求める意見書の提出について。 

 上記の議案を、地方自治法第109条第６項及び浦幌町議会会議規則第14条第３項の規定に

より提出いたします。 

 平成25年３月21日提出、提出者、総務文教厚生常任委員会委員長。 

 意見書の朗読を省略し、要旨のみ申し上げます。教育の機会均等と義務教育費無償の原

則は、憲法第26条で定められており、全ての国民に対して義務教育を保障することは国の

重要な責任である。国においては、義務教育費無償、義務教育費国庫負担制度の堅持、当

面負担率２分の１への復元など下記の項目について教育予算の確保、拡充をするよう強く

要望する。 

 １つ、義務教育費国庫負担制度を堅持し、負担率を１／２へ復元すること。 

 ２つ、30人以下学級を早期実現するとともに、複式学級編成基準人数を引き下げること。 

 ３つ、教頭・養護教諭・事務職員の全校配置を実現すること。 

 ４つ、教科書無償制度を継続し、教材費等の保護者負担を解消すること。 

 ５つ、私学助成確保と大幅増額をはかること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 

 提出先は、衆参両院議長、内閣総理大臣ほか関係大臣であります。 

 議員各位のご協賛賜りますようお願いいたします。 

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） 
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〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより発委第４号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり関係先に提出することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１９ 発委第５号 

〇田村議長 日程第19、発委第５号 平成25年度地方財政対策に関する意見書の提出につ

いてを議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 総務文教厚生常任委員長。 

〇中尾総務文教厚生常任委員長 発委第５号 平成25年度地方財政対策に関する意見書の

提出について。 

 上記の議案を、地方自治法第109条第６項及び浦幌町議会会議規則第14条第３項の規定に

より提出いたします。 

 平成25年３月21日提出、提出者は総務文教厚生常任委員会委員長。 

 意見書の朗読を省略し、要旨のみ申し上げます。国の財政再建を目的とした三位一体改

革によって市町村は地域間格差が拡大し、厳しい財政運営を強いられ、深刻な経済、雇用

状況と相まって地域の疲弊が深刻化していることに加えて、地方税制は地方の自主的な根

幹をなすにもかかわらず、平成25年度税制改正大綱では地方の声が十分に反映されたもの

とは言えないなど、地方は将来の財政運営に大きな不安を抱いている。地方との十分な協

議を経ないままで、国の政策を地方に一方的に押しつけるために地方固有の財源である地

方交付税を削減したことは、これまでの国と地方の信頼関係を大きく損なう非常に理不尽

な措置で、極めて遺憾であると言わざるを得ない。よって、国は今回のような措置を二度

と繰り返さないように強く要望する。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 

 提出先は、衆参両院議長、内閣総理大臣ほか関係大臣であります。 

 議員各位のご協賛賜りますようお願い申し上げます。 

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。 

 これより発委第５号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり関係先に提出することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第２０ 発議第１号 

〇田村議長 日程第 20、発議第１号 委員会の閉会中の継続審査の件についてを議題とい

たします。 

 議会運営委員長より、目下委員会において審査中の事件について会議規則第 75条の規定

により議会閉会中の継続審査の申し出がありました。 

 お諮りをいたします。委員長から申し出のとおり議会閉会中の継続審査とすることにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、発議第１号は提案のとおり議会閉会中の継続審査とすることに決定をいたしま

した。 

 

    ◎日程第２１ 発議第２号 

〇田村議長 日程第 21、発議第２号 議員の派遣についてを議題といたします。 

 お諮りをいたします。会議規則第 127条の規定により、お手元に配付の内容で議員を派

遣したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、発議第２号は提案のとおり議員を派遣することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第２２ 発議第３号 

〇田村議長 日程第 22、発議第３号 所管事務調査についてを議題といたします。 

 各委員長から、次の定例会までの議会閉会中にお手元に配付のとおり所管事務調査を行

いたい旨の申し出がありました。所管事務調査については、各委員長の申し出どおり各委

員会に付託して議会閉会中にこれの調査をすることにしたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 
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 よって、発議第３号は提案のとおり各委員会にこれの調査を付託して議会閉会中の調査

とすることに決定をいたしました。 

 

    ◎町長挨拶 

〇田村議長 以上で本定例会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。 

 ここで町長より発言の申し出がありますので、これを許します。 

 町長。 

〇水澤町長 議長のお許しをいただきましたので、平成25年第１回定例会の閉会に当たり

まして一言ご挨拶をさせていただきたいと思います。 

 本定例会に提案させていただきました平成25年度予算、また一般議案、同意案件、さら

には申しわけないことでありますけれども、追加議案、全議案29件につき慎重審議をして

いただき、可決成立をしていただきました。予算編成に当たりましては、町民の皆さんの

暮らしやすい浦幌町を実現するための予算となるよう心を砕いてきたところであります。

また、前年度からの老朽化の著しい公営住宅の買い取り事業、東日本大震災における防災

対策の重要性を鑑み、避難場所や避難路の確保など大型事業も予算の中に取り組んでいる

ところであります。昨年に引き続き、第３期まちづくり計画の重点プロジェクトを中心に

予算編成を行いました。人口の減少傾向に何とか歯どめをかける施策に取り組みながら、

行財政改革プラン2011に基づき、大変厳しい時代でありますけれども、その時代に対応で

きる行財政運営に取り組んでいくということから、財政調整基金からの繰り入れを行われ

ないで予算編成をすることができました。予算の執行につきましては、さらに慎重を期す

とともに、行政効果を上げるよう取り組んでまいる所存であります。 

 これからの浦幌町の10年間を切り開くための指針であります第３期まちづくり計画も、

３年目を次年度から迎えることになります。私も２期目の町政を担わせていただいてから

折り返し点を迎えるということになりますけれども、本定例会におきまして議員の皆さん

の真剣な討議をいただきまして、またご指摘もいただいたところであります。その声を真

剣に取り上げながら、町政執行に進んでいきたいというふうに思っているところでありま

す。町政執行方針でも述べさせていただきましたけれども、本当に皆さんの数々の意見を

もとに、より町民のための行政推進のために職員一丸となって取り組んでまいるつもりで

あります。 

 最後になりますけれども、町議会議員の皆様が議会条例も制定されました。本当に今可

決成立させていただいたこの議案を心から重く受けとめまして執行してまいる所存であり

ますので、重ねてお礼を申し上げまして、平成25年第１回定例会閉会に当たりましての挨

拶とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇田村議長 これをもって会議を閉じます。 
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 平成25年第１回浦幌町議会定例会を閉会いたします。 

閉会 午後 １時３３分 

 


