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令和元年第３回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

令和元年９月２日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 １時４８分 

 

〇議事日程 

 日程第 １ 議会運営委員長報告 

 日程第 ２ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ３ 会期の決定 

 日程第 ４ 諸般の報告（議長） 

 日程第 ５ 行政報告（町長、教育長） 

 日程第 ６ 報告第 ４号 健全化判断比率の報告について 

 日程第 ７ 報告第 ５号 資金不足比率の報告について 

 日程第 ８ 承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて 

              （令和元年度浦幌町一般会計補正予算） 

 日程第 ９ 議案第５１号 印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について 

 日程第１０ 議案第５２号 浦幌町消防団条例の一部改正について 

 日程第１１ 議案第５３号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

 日程第１２ 議案第５４号 浦幌町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例の一 

              部改正について 

 日程第１３ 議案第５５号 浦幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営 

              に関する基準を定める条例の一部改正について 

 日程第１４ 議案第５６号 浦幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定 

              める条例の一部改正について 

 日程第１５ 議案第５７号 浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例の一部 

              改正について 

 日程第１６ 議案第５８号 浦幌町立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正について 

 日程第１７ 議案第５９号 浦幌町へき地保育所の設置及び保育の実施に関する条例の 

              一部改正について 

 日程第１８ 議案第６０号 浦幌町子ども発達支援センター設置及び管理条例の一部改 

              正について 

 日程第１９ 議案第６１号 浦幌町留真温泉設置及び管理等に関する条例の一部改正に 

              ついて 

 日程第２０ 議案第６２号 町道路線の廃止及び認定について 

 日程第２１ 議案第６３号 令和元年度浦幌町一般会計補正予算 
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 日程第２２ 議案第６４号 令和元年度浦幌町町有林野特別会計補正予算 

 日程第２３ 議案第６５号 令和元年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算 

 日程第２４ 議案第６６号 令和元年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 日程第２５ 議案第６７号 令和元年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第２６ 議案第６８号 令和元年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算 

 日程第２７ 議案第６９号 令和元年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算 

 日程第２８ 議案第７０号 令和元年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 

〇出席議員（１１名） 

    １番  沼  尾  昌  也     ２番  栗  山  博  文 

    ３番  高  橋     匠     ４番  伊  藤  光  一 

    ５番  澤  口  敏  晴     ６番  安  藤  忠  司 

    ７番  福  原  仁  子     ８番  河  内  富  喜 

    ９番  阿  部     優    １０番  森     秀  幸 

   １１番  田  村  寛  邦 

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇出席説明員 

    特 別 職 

     町    長   水  澤  一  廣 

     副  町  長   山  本  輝  男 

 

    町 部 局 

     総 務 課 長   獅 子 原  将  文 

     まちづくり政策課長   岡  崎  史  彦 

          町 民 課 長      鈴  木     広 

     保健福祉課長   廣  富  直  樹 

          産 業 課 長      小  川  博  也 

     施 設 課 長   早  瀬     実 

     上浦幌支所長   山  本  浩  宣 

     会 計管理者   正  保     操 

          診療所事務長      新  川  寿  雄 

 

    教育委員会 

          教  育  長      久  門  好  行 
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     教 育 次 長   熊  谷  晴  裕 

 

    農業委員会 

     会    長   小  川  博  幸 

          事 務 局 長      坂  下  利  行 

 

    監 査 委 員 

     代表監査委員   神  谷  敏  昭 

 

〇出席議会事務局職員 

     局    長   小  島  師  紀 

     議 事 係 長   川  上  信  義 
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開会 午前１０時００分 

    ◎開会の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は11名です。 

 定足数に達しておりますので、本日をもって招集されました令和元年第３回浦幌町議会

定例会を開会いたします。 

 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事につきましては、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。 

 安藤委員長。 

〇安藤議会運営委員長 議会運営委員長報告をいたします。 

 令和元年第３回浦幌町議会定例会の運営について、８月26日午前、議会運営委員会を開

催し、提出される議案について理事者より説明を受け、日程及び運営について協議をいた

しましたので、報告いたします。 

 本定例会には、諸般の報告、常任委員会報告、行政報告に続き、報告２件、承認１件、

一般議案12件、令和元年度一般会計及び特別会計補正予算８件、同意１件、諮問１件、決

算認定は平成30年度一般会計及び特別会計合わせて９件が提案されております。議会提出

は、発議、発委等であります。一般質問につきましては、６日を予定しております。以上

の内容を踏まえ、会期は本日から９月12日までの11日間でお願いいたします。 

 本日の議事は、諸般の報告、行政報告に続き、報告第４号及び第５号の２件、承認第３

号の１件、一般議案、第51号から第62号までの12件、補正予算につきましては議案第63号

から第70号までの８件を予定しております。 

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

おります。 

 以上、議会運営委員会の協議結果であります。議員各位のご協賛を賜りますようよろし

くお願い申し上げて議会運営委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 会議録署名議員の指名 

〇田村議長 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期会議録の署名議員は、会議規則第126条の規定により、５番、澤口敏晴議員、６番、

安藤忠司議員を指名いたします。 
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    ◎日程第３ 会期の決定 

〇田村議長 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りをいたします。本定例会の会期は、本日から９月12日までの11日間としたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から９月12日までの11日間と決定をいたしました。 

 

    ◎日程第４ 諸般の報告 

〇田村議長 日程第４、諸般の報告を事務局長より行わせます。 

〇小島議会事務局長 諸般の報告をいたします。 

 今期議会の説明員につきましては、令和元年８月19日付で町長並びに教育委員会教育長、

農業委員会会長、代表監査委員に出席の要求をいたしております。 

 次に、令和元年６月18日から９月１日までの１の議長等の動静、２の議員の派遣結果報

告及び３の議長が決定した議員の派遣結果報告につきましては、お手元に配付のとおりで

ありますので、ごらん願います。 

 次に、４のその他の報告をいたします。監査委員から提出のあった平成30年度５月分及

び令和元年度５月分から７月分の例月出納検査報告書、令和元年度定例監査報告書につき

ましては、事前に配付しておりますので、ご了承願います。 

 次に、令和元年６月18日開催の浦幌町議会第２回定例会で可決された新たな過疎対策法

の制定に関する意見書、令和２年度地方財政の充実・強化を求める意見書、介護従事者の

処遇改善を求める意見書、「子どもの貧困」解消など教育予算確保・拡充と就学保障、義務

教育費国庫負担制度堅持・負担率２分の１への復元、教職員の超勤・多忙化解消・「30人以

下学級」の実現に向けた意見書、日米貿易協定交渉から日本の農業・農村を守る要望意見

書及び令和元年度北海道最低賃金改正等に関する意見書につきましては、同日付で衆参両

院議長、内閣総理大臣及び各関係大臣並びに関係行政庁に提出をしております。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

〇田村議長 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第５ 行政報告 

〇田村議長 日程第５、行政報告を許します。 

 町長。 

〇水澤町長 行政報告を行います。 

 １の令和元年６月18日から令和元年９月１日までの町長等の動静につきましては、お手

元に配付のとおりでありますので、ごらんおきを願いたいと思います。 
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 ２の建設工事入札結果につきましては、交付金事業、相川川西線改良工事ほか33件であ

ります。 

 ３の委託業務入札結果につきましては、東山町団地既設改良住宅除却工事実施設計委託

業務ほか12件であります。 

 ４の物品入札結果につきましては、各公民館研修室テーブル購入ほか１件。 

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

か４件であります。 

 以上で行政報告といたします。 

〇田村議長 教育委員会教育長。 

〇久門教育長 行政報告。 

 学校給食センター配送車搬出車庫シャッターの破損について報告いたします。令和元年

７月５日、午前11時35分ごろ、給食配送車搬出車庫において、浦幌小学校へ向かう給食配

送車への搬出作業が完了後、学校給食センターの職員が車庫出入り口シャッターをあけ、

委託業者が運転する給食配送車が搬出車庫から出発しようとしたときシャッターが完全に

開いていなかったため、給食配送車の荷台上部と車庫シャッターの下部が接触し、車庫シ

ャッターを破損させてしまいました。このたびの事故は、職員及び委託業者の運転手が車

庫シャッターの開閉状況を十分確認しなかったことから起きた事故であるため、職員等に

は厳しく再発防止の注意喚起と指導を行ったところであり、今後についても作業中におけ

る安全確認の指導を徹底してまいります。 

 なお、車庫シャッターの修繕費につきましては、このたびの第３回町議会定例会におい

て一般会計補正予算で専決処分の承認を提出させていただいており、現在全国自治協会に

公有物件建物災害共済金請求の手続をとっているところであります。 

 以上、学校給食センター配送車搬出車庫シャッターの破損についての報告といたします。 

〇田村議長 これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第６ 報告第４号 

〇田村議長 日程第６、報告第４号 健全化判断比率の報告についてを議題といたします。 

 報告を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案書の１ページをごらん願います。報告第４号 健全化判断比率の

報告について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成30年度決算

に基づく健全化判断比率を次のとおり報告する。 

令和元年９月２日提出、浦幌町長。 

 １、健全化判断比率、実質赤字比率、連結実質赤字比率につきましては、それぞれ赤字

が発生していないため、数値の表示はございません。実質公債費比率につきましては8.6％
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で、早期健全化基準、財政再生基準以下となっております。将来負担比率につきましては、

算定結果がマイナスであるため、数値の表示はございません。 

 ２、監査委員の意見、監査委員の意見書を次のページに添付してございますので、後ほ

どごらんおき願います。なお、それぞれの比率は早期健全化基準を超えておらず、財政上

の健全性を確保していると認められたとのご意見を賜っております。 

 次に、説明資料の１ページをごらん願います。１ページの上の表は、平成29年度との比

較表になります。実質公債費比率につきましては、平成29年度の8.7％から平成30年度は

8.6％と0.1％改善されております。そのほかは、平成29年度、平成30年度ともに比率が算

出されておりません。 

 次に、２ページをごらん願います。健全化判断比率等の概要及び状況でございます。①、

実質赤字比率でございますが、これは一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に

対する比率でございます。本町は赤字が発生していないため、比率は算出されません。 

 次に、３ページをごらん願います。②、連結実質赤字比率でございますが、これは全会

計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率でございます。この比率につきまし

ても、本町は赤字が発生していないため、比率は算出されません。 

 次に、４ページをごらん願います。③、実質公債費比率でございますが、これは一般会

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

で、３カ年の平均により算出されます。本町の比率は、平成30年度単年度では8.80191％、

３カ年平均では8.6％でございます。 

 次に、６ページをごらん願います。④、将来負担比率でございますが、これは一般会計

等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基準とした額に対する比率でございま

す。本町におきましては、基金残高、特定財源見込み額及び地方債現在高等に係る基準財

政需要額算入見込み額の合計額が将来負担額を上回るため、マイナス8.1％となってござい

ます。なお、ここでは比率を記載してございますが、比率がマイナスの場合は算出されな

い取り扱いとなるものでございます。 

 これらの比率が早期健全化基準を超えますと実質的な改善努力が求められ、財政再生基

準を超えますと国等の関与による確実な再生が求められることになっております。本町の

場合、いずれの比率も基準以下となっております。 

 以上で報告を終わらせていただきます。 

〇田村議長 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 これで報告第４号を終わります。 

 

    ◎日程第７ 報告第５号 

〇田村議長 日程第７、報告第５号 資金不足比率の報告についてを議題といたします。 
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 報告を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案書の３ページをごらん願います。報告第５号 資金不足比率の報

告について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定により、平成30年度決算

に基づく資金不足比率を次のとおり報告する。 

 令和元年９月２日提出、浦幌町長。 

 １、資金不足比率、公共下水道特別会計、個別排水処理特別会計、簡易水道特別会計と

もに比率につきましては、資金不足が生じておりませんので、数値の表示はございません。 

 ２、監査委員の意見、監査委員の意見書を次のページに添付してございますので、後ほ

どごらんおき願います。なお、各公営企業会計において資金不足は生じていないことから、

指標の対象とならないものであることと経営の健全化は保たれていると認められたとのご

意見を賜っております。 

 次に、説明資料の10ページをごらん願います。⑤、資金不足比率でございますが、これ

は公営企業会計ごとの資金不足額の事業規模に対する比率となっております。本町はいず

れの会計も資金不足が発生していないため、比率は算出されません。 

 以上で報告を終わらせていただきます。 

〇田村議長 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで報告第５号を終わります。 

 

    ◎日程第８ 承認第３号 

〇田村議長 日程第８、承認第３号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案書５ページをごらん願います。あわせまして説明資料11ページを

ごらん願います。承認第３号 専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分をしたので、同条第３項の

規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 令和元年９月２日提出、浦幌町長。 

 ６ページをごらん願います。専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

 令和元年７月10日、浦幌町長。 

 記、令和元年度浦幌町一般会計補正予算、次のとおり。 

 ７ページをごらん願います。令和元年度浦幌町一般会計補正予算。 
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 令和元年度浦幌町の一般会計補正予算（第３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82万1,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ68億6,890万9,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 ８ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに９ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、

１の総括は、説明を省略させていただきます。 

 10ページをごらん願います。２、歳入、17款繰入金、２項１目基金繰入金82万1,000円を

追加し、７億192万円、内容につきましては財政調整基金繰入金を追加したものでございま

す。 

 ３、歳出、10款教育費、６項保健体育費、３目給食センター管理費82万1,000円を追加し、

7,715万円、内容につきましては説明資料11ページに記載のとおり学校給食センター車庫シ

ャッターの修繕に要する費用を追加したものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 少々お聞きしたいと思いますが、教育長からも行政報告をいただきましたけ

れども、このシャッターの種類、途中でとまっていたということなのですが、オーバース

ライダーみたいにあけたら上までいくものなのか、あと電動シャッターで、スイッチで上

下させるのか、その辺をお聞きしたいのと、あと車の破損は一切なかったように何も書い

ておりませんので、その辺についてもお聞きしたいと思います。 

 それから、災害共済金の請求手続を行っているということですが、もう１カ月以上もた

っているということで、この辺についてどう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。 

〇熊谷教育次長 ただいまの安藤議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、シャッターの内容ですが、シャッターにつきましてはオーバースライダーでござ

います。一旦持ち上げてあげると自動的に上に上がっていくというような状況でございま

す。 

 それから、車の破損状況につきましては、シャッターと車の上部が接触してすぐに車の

屋根に上りまして、破損状況を確認しました。その結果、車の荷台の上部なのですけれど

も、破損しているという部分は一切認められなかったというのが現状です。 

 それから、共済金の請求でございますが、共済金につきましては実際に８月の末に請求

を行っておりますので、今のところ、７月の５日にこの事故が起きてから８月の末に請求

ということでございますが、その間の期間につきましては一旦シャッターを修理して、完
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了してから請求を上げるというような内容でございますので、その期間約１カ月以上の請

求の期間があいてしまったというのが実情でございます。 

 以上で説明を終わります。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 わかりました。オーバースライダーであれば一気に片手でも上がるものです

から、やはり今後は一番上まで上げてしまうということを気をつけていただきたいと思い

ます。 

 それと、共済の関係ですが、これは今請求の手続はということですが、請求ということ

は保険金がおりるということでよろしいのですね。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件でございますが、保険金の請求は総務課のほうで行って

おりますので、私のほうで答えさせていただきます。 

 請求につきましてはしておりますけれども、決定につきましてもあくまでも保険金です

ので、必ずしも100％それが認められるということもございませんので、それにつきまして

は今後結果によってということになりますので、ご了解願います。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 それでは、追加でこの件に関して質問させていただきますが、この金額の妥

当性についてはどのような理由に基づいて判断されたのかということと共済金の請求を行

った場合に掛金というのは今後上がってくるのかどうかお聞きしたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 まず、この車庫シャッターの修繕費の関係ですが、この修繕費の積算に

つきましては施設課建築住宅係より修繕費のほうの積算をしていただいたというような状

況でございます。 

 それから、掛金につきましては、私のほうからではなく総務課のほうから回答のほうい

たしますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 共済の掛金についてでございますが、事故等が発生して請求しても掛

金については変わらないという形になっております。 

 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） 
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〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより承認第３号を採決いたします。 

 本案を承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は承認することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第９ 議案第５１号 

〇田村議長 日程第９、議案第51号 印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正につい

てを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 議案書11ページをごらん願います。議案第51号 印鑑の登録及び証明に

関する条例の一部改正について。 

 印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和元年９月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんください。印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例。 

 印鑑の登録及び証明に関する条例（平成11年浦幌町条例第14号）の一部を次のように改

正する。 

 以下、条文の朗読を省略し、改正の趣旨及び改正の内容につきまして議案説明資料によ

り行わせていただきます。 

 説明資料は12ページをお開き願います。１の改正の趣旨でございますが、住民基本台帳

法施行令等の一部を改正する政令が平成31年４月17日に公布され、住民基本台帳に旧氏記

載を求めることができる等の改正が令和元年11月５日から施行となります。それに合わせ、

印鑑登録証明事務処理要領においても住民基本台帳に記録された旧氏を印鑑登録に用いる

ことができる等の所要の規定整備が行われることから、本町の印鑑登録及び証明に関する

条例について同様の一部改正を行うものでございます。 

 ２の改正の内容につきましては、①、登録ができない印鑑を規定している第５条第２項

の中で第１号及び第２号の規定において旧氏またはその一部を組み合わせたものであらわ

していないものを追加するものでございます。 

 ②、印鑑登録原票に登録される事項のうち第６条第１項第３号で規定している氏名に旧

氏を追加するものでございます。 

 ③、印鑑登録証明書の記載事項のうち第14条第１号で規定している氏名に旧氏を追加す

るものでございます。 

 ３の施行期日でございますが、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令等に合わ

せ、この条例は、令和元年11月５日から施行するものでございます。 
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 なお、13ページから14ページに新旧対照表を記載しておりますので、ご参照お願いいた

します。 

 以上で説明を終わらさせていただきます。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51号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１０ 議案第５２号 

〇田村議長 日程第10、議案第52号 浦幌町消防団条例の一部改正についてを議題といた

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案書の13ページをごらん願います。議案第52号 浦幌町消防団条例

の一部改正について。 

 浦幌町消防団条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和元年９月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町消防団条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町消防団条例（平成27年浦幌町条例第33号）の一部を次のように改正する。 

 以下、条文の朗読を省略し、説明資料により説明させていただきます。 

 説明資料の15ページをごらん願います。１、改正の趣旨でございます。平成28年５月に

成年後見制度の利用の促進に関する法律が施行され、成年被後見人等の人権が尊重され、

成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう成年被後見人等の権利に係る

制限が設けられている制度について検討を加え、必要な見直しを行うことなどが定められ

ました。また、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見

人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布

され、同法の中で地方公務員法の一部が改正され、地方公務員の欠格条項から「成年被後

見人又は被保佐人」が削除されました。これを踏まえ、成年被後見人または被保佐人は消

防団員となることができないとする規定の削除とその他所要の規定を整備するものでござ
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います。 

 ２、改正の内容でございます。第４条、欠格条項、第３号中「免職」を「懲戒免職」に

改め、第５号「成年被後見人又は被保佐人」を削り、第６号から第８号までを１号ずつ繰

り上げ、あわせて第７条第２項、団員の身分の喪失について整理を行うものでございます。 

 ３の施行期日でございます。この条例は、地方公務員法の一部改正の施行期日である令

和元年12月14日から施行するものでございます。 

 なお、新旧対照表につきましては説明資料16ページに記載してございますので、ご参照

願います。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第52号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。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５３号 

〇田村議長 日程第11、議案第53号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正につい

てを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 議案書15ページをごらん願います。議案第53号 災害弔慰金の支給

等に関する条例の一部改正について。 

 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和元年９月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例。 

 災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和50年浦幌町条例第９号）の一部を次のように改

正する。 

 本条例の改正の条文につきましては条文の朗読を省略させていただき、別冊の議案説明

資料をもって説明をさせていただきます。 

 議案説明資料の17ページをごらん願います。１の改正の趣旨でございますが、このたび
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の改正につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律（令和元

年法律第27号）及び災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づく災害援護資金の償還

免除に関する内閣府令（令和元年内閣府令第22号）が交付されたことによりまして、災害

援護資金に係る償還金の支払い猶予及び償還免除の対象範囲の拡大等について改正されま

したので、この改正に合わせた本条例の条項等の整備を行うため、本案を提出したもので

ございます。 

 次に、２の改正の内容でございますが、題名の次に目次を追加し、第15条第３項を改正

するものでございます。このうち①、償還金の支払い猶予につきましては、引用する法第

13条の規定になりますが、市町村は災害その他政令で定めるやむを得ない理由により災害

援護資金の貸し付けを受けた方が支払い期日に償還金を支払うことが著しく困難になった

と認めるときは、償還金の支払いを猶予することができるとするものでございます。 

 ②、償還免除につきましては、引用する法第14条の規定になりますが、災害援護資金の

免除事由としましては貸し付けを受けた方が死亡または重度障がいの場合についての規定

がなされていましたが、これらに加えまして、新たに破産手続開始の決定または再生手続

開始の決定を受けたときにつきましても市町村は災害援護資金の償還未済額の全部または

一部の償還を免除することができるとするものでございます。 

 ③、報告等につきましては、引用する法第16条の規定になりますが、市町村は償還金の

支払い猶予または償還免除をするか否かを判断するために必要があると認めたときは、災

害援護資金の貸し付けを受けた方などの収入または資産の状況について災害援護資金の貸

し付けを受けた方などに報告を求め、または官公署に対して必要な文書の閲覧もしくは資

料の提供を求めることができるとするものです。 

 次に、３の施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございます。 

 また、次のページ、18ページには新旧対照表がございますので、ご参照願います。 

 以上で議案第53号の説明を終わらさせていただきますので、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。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第53号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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    ◎日程第１２ 議案第５４号 

〇田村議長 日程第12、議案第54号 浦幌町保育の必要性の認定に関する基準を定める条

例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 議案書17ページをごらん願います。議案第54号 浦幌町保育の必要

性の認定に関する基準を定める条例の一部改正について。 

 浦幌町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

 令和元年９月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例。 

 浦幌町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例（平成27年浦幌町条例第２号）の

一部を次のように改正する。 

 第１条中「第20条第１項」を「第20条及び第30条の５」に改める。 

 第２条中「保育の必要性」を「第20条第１項及び第30条の５第１項に規定する保育の必

要性」に改める。 

 附則、この条例は、令和元年10月１日から施行する。 

 本条例の提案の内容につきましては、別冊の議案説明資料により説明をさせていただき

ます。 

 議案説明資料の19ページをごらん願います。１の改正の趣旨でございますが、本条例は

平成27年４月から開始している子ども・子育て支援新制度におきまして、小学校就学前子

どもの保護者はお子さんを幼稚園や保育所など特定教育、保育施設の利用を希望する場合

につきましては、居住する市町村に対してそのお子さんが子どものための教育・保育給付

を受ける資格を有すること及び小学校就学前子ども認定区分満３歳以上を１号認定、満３

歳以上であって保護者の労働または疾病等により家庭において必要な保育を受けることが

困難である場合を２号認定、満３歳未満であって２号認定と同じ事由により家庭において

必要な保育を受けることが困難である場合は３号認定としてこの区分についての認定を申

請し、その認定を受けなければならないとされていることから、本町において保育の必要

性の認定の基準を定めているところでございます。このたびの改正につきましては、令和

元年10月から実施される幼児教育、保育の無償化のため子ども・子育て支援法の一部を改

正する法律（令和元年法律第７号）により子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）

の一部が改正され、子どものための教育・保育給付に加え、新たに子育てのための施設等

利用給付が創設されましたことから、当該給付の対象となる小学校就学前子どもの保護者

に対する認定の基準について引用条項等の必要な規定の整備を行う必要があるため、本案
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を提出したものでございます。 

 次に、２の改正の内容でございますが、子ども・子育て支援法の一部改正に伴い引用し

ている条項の追加及び規定している用語の改正をするものでございます。 

 次に、３の施行期日につきましては、令和元年10月１日から施行するものです。 

 また、次のページ、20ページには新旧対照表がございますので、ご参照願います。 

 以上で議案第54号の説明を終わらせていただきますので、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。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第54号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。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５５号 

〇田村議長 日程第13、議案第55号 浦幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 議案書19ページをごらん願います。議案第55号 浦幌町特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について。 

 浦幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和元年９月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平

成26年浦幌町条例第12号）の一部を次のように改正する。 

 本条例の改正の条文につきましては条文の朗読を省略させていただき、別冊の議案説明

資料をもって説明をさせていただきます。 

 議案説明資料の21ページをごらん願います。１の改正の趣旨でございますが、本条例は
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平成27年４月から開始した子ども・子育て支援新制度におきまして特定教育、保育施設、

これは認定こども園、幼稚園、保育所の設置者及び特定地域型保育事業、これは家庭的保

育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の事業者は市町村の条

例で定める運営に関する基準に従い、特定教育、保育または特定地域型保育を提供しなけ

ればならないとされていますので、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準（平成26年内閣府令第39号）、以降基準府令と申し上げますが、この基準府令に

おいて定める基準に従い、または参酌しまして本町において確認基準を制定したところで

ございます。このたびの本条例の一部改正につきましては、子ども・子育て支援法の一部

を改正する法律（令和元年法律第７号）、以降改正法と申し上げますが、この改正法の施行

に伴いまして、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を

改正する内閣府令（令和元年内閣府令第７号）と令和元年内閣府令第８号の公布によりま

して基準府令が改正されましたので、改正後の基準府令と同様に本条例の条項等の整備を

行うため、本案を提出したものでございます。 

次に、２の改正の内容でございますが、①、子どものための教育・保育給付に係る用語

の改正につきましては、子育てのための施設等利用給付が創設され、当該給付につき子ど

ものための教育・保育給付認定との区別のため支給認定、支給認定保護者、支給認定子ど

もといった子どものための教育・保育給付にかかわる用語を教育・保育給付認定、教育・

保育給付認定保護者、教育・保育給付認定子どもにそれぞれ改めるものでございます。 

②、食事の提供に要する費用の取り扱いの変更、第13条第４項関係でございますが、国

による幼児教育、保育の無償化に伴いまして、特定教育、保育施設の設置者または特定地

域型保育の事業者において教育・保育給付認定保護者から支払いを受けることができる費

用の取り扱いを変更するものです。 

③、特定地域型保育事業者による連携施設の確保義務の緩和及び経過期間の延長、第

42条、附則第５項関係でございますが、基準府令の改正によりまして市町村長が認めた場

合における特定地域型保育事業者による連携施設の確保義務の緩和の規定が定められたこ

とにより追加するとともに、連携施設を確保しないことができる経過期間を５年から10年

に改正するものです。 

④、その他としまして、改正法及び基準府令の改正と同様の改正を行うものです。 

次に、３の施行期日につきましては、基準府令に合わせまして令和元年10月１日から施

行するものです。 

また、次のページ以降、22ページから45ページまで新旧対照表がございますので、ご参

照願います。 

 以上で議案第55号の説明を終わらさせていただきますので、よろしくご審議を賜ります

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。 

 これより議案第55号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１４ 議案第５６号 

〇田村議長 日程第14、議案第56号 浦幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 議案書28ページをごらん願います。議案第56号 浦幌町家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。 

 浦幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例を次のように定める。 

 令和元年９月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年浦幌町条

例第11号）の一部を次のように改正する。 

 本条例の改正の条文につきましては条文の朗読を省略させていただき、別冊の議案説明

資料をもって説明をさせていただきます。 

 議案説明資料の46ページをごらん願います。１の改正の趣旨でございますが、本条例は

平成27年４月から開始した子ども・子育て支援新制度におきまして、保育所待機児童の解

消等を図るため家庭的保育事業、小規模保育事業、保育が必要な乳児、幼児の居宅で保育

を行う居宅訪問型保育事業、事業所内保育所自社労働者の子どものほか、地域の子どもに

対応する事業所内保育事業が創設されまして、国、都道府県及び市町村以外の者が家庭的

保育事業等を行う場合は市町村の認可を受けなければならないとされていることから、児

童福祉法（昭和22年法律第164号）第34条の16の規定に基づきまして、国が示す家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第61号）、以降基準省令と申し

上げますが、この基準省令に従いまして制定しているところでございます。このたび家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成31年厚生労働省令
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第49号）等によりまして基準省令が改正されましたので、現在本町において家庭的保育事

業等を行っている本条例の規定に基づきまして認定された事業者についてはいないもの

の、改正後の基準省令と同様に本条例の条項等の整備を行うため、本案を提出したもので

ございます。 

 次に、２の改正の内容でございますが、このたびの改正につきましては、①、家庭的保

育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の基準緩和、第６条第２及び第３項関係

でございますが、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著し

く困難であると認める場合であって、下記に記載してございます（１）及び（２）の要件

を満たすと認める場合には、家庭的保育事業者等が家庭的保育事業を行う場所以外の場所

において代替保育を提供する場合にあっては小規模保育事業Ａ型、Ｂ型、または事業所内

保育事業を行う者、以降小規模保育事業Ａ型事業者等と申し上げますが、小規模保育事業

Ａ型事業者等、または家庭的保育事業を行う場所において代替保育を提供する場合にあっ

ては事業の規模等を勘案して、小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると町長

が認める者をそれぞれ確保することをもって代替保育の提供に係る連携施設を確保するこ

とにかえることができることとするものでございます。 

 ②、家庭的保育事業者等による卒園後の受け皿の提供に係る連携施設の基準緩和、第６

条第４及び５項関係でございますが、家庭的保育事業者等による卒園後の受け皿の提供を

行う連携施設の確保が著しく困難であると市町村長が認めるときは、卒園後の受け皿の提

供を行う連携施設の確保を不要とするものでございます。また、この場合におきまして、

家庭的保育事業者等は利用定員が20人以上である企業主導型保育事業に係る施設、または

地方自治体が運営費に支援等を行っている認可外保育施設であって町長が適当と認める者

を卒園後の受け皿の提供に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならないこ

ととするものでございます。 

 ③、食事の提供の特例、第16条第２項第４号関係でございますが、家庭的保育者、児童

福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の３第９項第１号に規定する家庭的保育者の居宅で

保育を提供する家庭的保育事業者につきましては、保育所等から調理業務を受託していま

すので、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等調

理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに、乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健

康状態に応じた食事の提供やアレルギー、アトピー等への配慮等に適切に応じることがで

きる者として町長が適当と認める事業者からの食事の外部搬入を可能とするものでござい

ます。 

 ④、保育所型事業所内保育事業所について、卒園後の受け皿の提供に係る連携施設の基

準緩和、第45条第２項関係でございますが、満３歳以上の児童を受け入れている保育所型

事業所内保育事業所について、町長が適当と認める者については卒園後の受け皿の提供を

受ける連携施設の確保を不要とするものでございます。 

 ⑤、食事の提供の経過措置の延長、附則第３項関係でございますが、家庭的保育事業に
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ついて、自園調理への移行に向けた努力義務を課しつつ経過措置期間を５年から10年に延

長するものです。 

 ⑥、連携施設に関する経過措置の延長、附則第４項関係でございますが、連携施設の確

保が著しく困難であり、必要な支援を行うことができると町長が認めるときは経過措置期

間を５年から10年に延長するものです。 

 なお、あわせまして⑦、その他、字句の整理等を行うものです。 

次に、３の施行期日につきましては、公布の日から施行するものです。 

また、48ページから52ページに新旧対照表がございますので、ご参照願います。 

以上で議案第56号の説明を終わらさせていただきますので、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。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第56号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１５ 議案第５７号 

〇田村議長 日程第15、議案第57号 浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例

の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 議案書31ページをごらん願います。議案第57号 浦幌町立保育園の

設置及び保育の実施に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 

 令和元年９月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例の一

部を改正する条例。 

 浦幌町立保育園の設置及び保育の実施に関する条例（平成10年浦幌町条例第１号）を次

のように改正する。 
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 本条例の改正の条文につきましては条文の朗読を省略させていただき、別冊の議案説明

資料をもって説明をさせていただきます。 

 議案説明資料の53ページをごらん願います。１の改正の趣旨でございますが、子ども・

子育て支援法の一部を改正する法律（令和元年法律第７号）の施行に伴いまして、子ども・

子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する

政令（令和元年政令第17号）及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府

令（令和元年内閣府令第６号）が発布され、教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育

料等が本年10月から無償化となることから、町独自の施策拡大とあわせて必要な条項等の

整備を行うため、本案を提出したものでございます。 

 次に、２の改正の内容でございますが、①、保育料等の無償化に係る考え方につきまし

ては、国が実施する幼児教育、保育の無償化につきましては本年10月から３歳以上の教育・

保育給付認定子ども、２号認定及び３歳未満の町民税非課税世帯の教育・保育給付認定子

ども、３号認定につきまして、利用者負担、保育料の上限額がゼロとなり、無償化になる

とともに３歳以上２号認定の保育料に組み込まれていました副食費、おかず、おやつ等に

つきましては、年収360万円未満相当の世帯及び第３子以降は無料となるものの、その他の

世帯については現在実費徴収である主食費とあわせて新たに食材料費として実費徴収にな

るものです。現在本町の独自施策として実施している保育料の軽減につきましては、第２

子半額、第３子以降無料を基本として保護者の子育て支援対策を行っており、また平成27年

７月からは副食費の無償化を行っているところです。このたびの国の幼児教育、保育の無

償化等と現在の町独自施策とあわせまして本年10月から実施した場合の保育料徴収世帯の

額は、３歳以上、２号認定の保育料は全て無償化となり、３歳未満、３号認定の町民税課

税世帯の第１子全額分または第２子半額分相当の額を徴収することとなるものです。町と

しまして、このたびの国の幼児教育、保育の無償化に合わせてさらに町独自施策を拡大す

ることとして、国の無償化の対象とならない３歳未満、３号認定の全ての保育料、一時保

育料の上限額を超えた額及び延長保育料につきましても無償化を実施するものです。 

 ②、第２子及び第３子にかかわらず無償化にするため条文の削除、第６条の２関係につ

きましては、途中入園、退園の場合の保育料計算方法については別表備考３に移動し、規

定するものです。 

 ③、第６条の２削除に伴う引用規定の変更。第７条関係。 

 ④、別表中、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）、以降法と申し上げますが、

この法の第19条第１項第２号、２号認定の保育料無償化に伴う保育園徴収金基準額表の削

除。 

 ⑤、別表中、法第19条第１項第３号、３号認定の階層区分、第２の非課税世帯の保育料

を無料とする。 

 ⑥、一時保育料及び延長保育料を条文から表への規定に変更とするものです。 

 次に、３の施行期日につきましては、国の無償化の実施日である令和元年10月１日から
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施行し、経過措置としまして、附則第２項、この条例による改正後の第６条から第７条ま

での規定は、令和元年10月以降の月分の保育料、一時保育料及び延長保育料について適用

し、同年９月以前の分の保育料、一時保育料及び延長保育料については、なお従前の例に

よる。 

 保育料等の減免としまして、附則第３項、第６条の規定にかかわらず、対象となる児童

及び保護者が浦幌町内に住所を有している場合は、保育料、一時保育料及び延長保育料を

無料とするとするものでございます。 

 また、54ページの参考、町独自施策と国の制度のイメージ図及び55ページから59ページ

までは新旧対照表がございますので、ご参照願います。 

 以上で議案第57号の説明を終わらさせていただきますので、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。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第57号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１６ 議案第５８号 

〇田村議長 日程第16、議案第58号 浦幌町立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正につい

てを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 議案書35ページをごらん願います。議案第58号 浦幌町立幼稚園保

育料等徴収条例の一部改正について。 

 浦幌町立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和元年９月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町立幼稚園保育料等徴収条例（平成13年浦幌町条例第39号）の一部を次のように改

正する。 

 本条例の改正の条文につきましては条文の朗読を省略させていただき、別冊の議案説明
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資料をもって説明をさせていただきます。 

 議案説明資料の60ページをごらん願います。１の改正の趣旨でございますが、子ども・

子育て支援法の一部を改正する法律（令和元年法律第７号）の施行に伴いまして、子ども・

子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する

制令（令和元年政令第17号）及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府

令（令和元年内閣府令第６号）が発布され、教育・保育給付認定子どもに係る幼稚園保育

料が本年10月から無償化されることから、町独自の施策拡大とあわせて必要な条項等の整

備を行うため、本案を提出したものでございます。 

 次に、２の改正の内容でございますが、①、幼稚園保育料等の無償化に係る考え方につ

きましては、国が実施する幼児教育、保育等の無償化につきましては本年10月から３歳以

上の教育・保育給付認定子ども、１号認定について、幼稚園保育料の上限額が月額２万

5,700円まで及び延長保育を希望する保護者の就労状況等につきまして保育の必要性を市

町村が認定した場合、この認定につきましてはこのたび制度上創設されました子育てのた

めの施設等利用給付認定になりますが、延長保育料の上限額が月額１万1,300円まで無償化

になるとともに、実費徴収としている主食費及び副食費についてはなお引き続き実費徴収

となりますが、副食費のみ年収360万円未満相当の世帯及び第３子以降は無料になるもので

す。現在本町の独自施策として実施している幼稚園保育料の軽減につきましては、第２子

半額、第３子以降無料を基本として保護者の子育て支援対策を行っており、また平成27年

７月からは副食費の無償化を行っているところです。このたびの国の幼児教育、保育の無

償化による幼稚園保育料と延長保育料の上限額は町の独自施策による軽減措置により国が

定めた上限額まで達することがないものですので、本年10月１日から全ての世帯が幼稚園

保育料及び保育の必要性、子育てのための施設等利用給付認定がされた場合の延長保育料

が無償化の対象となるとともに、町独自施策である副食費の無償化を継続して実施するも

のです。また、町としましてこのたびの国の幼児教育、保育の無償化に合わせましてさら

に町独自施策を拡大し、国の無償化の対象とならない、保護者が就労していないなどによ

り保育の必要性、子育てのための施設等利用給付認定がされない場合の延長保育料及び入

園料につきましても無償化を実施するものです。 

 ②、第２子及び第３子にかかわらず無償化にするため条文の削除。第４条関係。 

 ③、第４条の削除に伴う条の移動。第５条から第８条関係。 

 ④、保育料を無償化にすることに伴い、別表１、保育料をゼロとするものでございます。 

 次に、３の施行期日につきましては、国の無償化の実施日である令和元年10月１日から

施行し、経過措置としまして、附則第２項、この条例による改正後の第２条から第７条ま

での規定は、令和元年10月以降の月分の保育料、延長保育料及び入園料について適用し、

同年９月以前分の保育料、延長保育料及び入園料については、なお従前の例による。 

 保育料等の減免としまして、附則第３項、第２条の規定にかかわらず、対象となる園児

及び保護者が浦幌町内に住所を有している場合は延長保育料及び入園料を無料とするとす
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るものでございます。 

 また、61ページの参考、町独自施策と国の制度のイメージ図及び62ページから63ページ

までは新旧対照表がございますので、ご参照願います。 

 以上で議案第58号の説明を終わらさせていただきますので、よろしくご審議を賜ります

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） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第58号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時１５分  休憩 

午前１１時２８分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 

    ◎日程第１７ 議案第５９号 

〇田村議長 日程第17、議案第59号 浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関す

る条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 議案書37ページをごらん願います。議案第59号 浦幌町立へき地保

育所の設置及び保育の実施に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。 
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 令和元年９月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関する条

例の一部を改正する条例。 

 浦幌町立へき地保育所の設置及び保育の実施に関する条例（平成11年浦幌町条例第31号）

の一部を次のように改正する。 

 本条例の改正の条文につきましては条文の朗読を省略させていただき、別冊の議案説明

資料をもって説明をさせていただきます。 

 議案説明資料の64ページをごらん願います。１の改正の趣旨でございますが、子ども・

子育て支援法の一部を改正する法律（令和元年法律第７号）の施行に伴いまして、子ども・

子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する

政令（令和元年政令第17号）及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府

令（令和元年内閣府令第６号）が発布され、教育・保育給付認定子どもに係る教育保育料

等が本年10月から無償化されることから、町独自の施策拡大とあわせまして必要な条項等

の整備を行うため、本案を提出したものでございます。 

 次に、２の改正の内容でございますが、①、保育料等の無償化に係る考え方につきまし

ては、国が実施する幼児教育、保育の無償化につきましては本年10月から３歳以上の教育・

保育給付認定子ども、１号、２号認定及び３歳未満の町民税非課税世帯の教育・保育給付

認定子ども、３号認定につきまして利用者負担、保育料の上限額がゼロとなり、無償化と

なるとともに、実費徴収である副食費、おかず、おやつ等につきましては年収360万円未満

相当の世帯及び第３子以降は無料となるものの、その他の世帯については新たに実費徴収

である主食費とあわせて食材料費として実費徴収になるものです。現在本町の独自施策と

して実施している保育料の軽減につきましては、第２子半額、第３子以降無料を基本とし

て保護者の子育て支援対策を行っており、また平成27年７月からは副食費の無償化を行っ

ているところです。このたびの国の幼児教育、保育の無償化等と現在の町独自施策をあわ

せまして本年10月から実施した場合の保育料徴収世帯の額は３歳以上、１号、２号の保育

料は全て無償化となり、３歳未満、３号認定の町民税課税世帯の第１子全額分または第２

子半額分相当の額を徴収することとなるものです。町としまして、このたびの国の幼児教

育、保育の無償化に合わせてさらに町独自施策を拡大することとして、国の無償化の対象

とならない３歳未満、３号認定全ての保育料につきましても無償化を実施するものです。 

 ②、３歳以上、１号、２号認定に該当する教育・保育給付認定子どもに係る保育料を無

料とするため１項を加える。第６条関係。 

 ③、第２子及び第３子にかかわらず無償化にするため条文の削除、第７条関係は、途中

入園、退園の場合の保育料計算方法については別表備考３に移動し、規定するものです。 

 ④、第７条の削除に伴う引用規定の変更。第８条関係。 

 ⑤、第７条の削除に伴う条の移動。第８条及び第９条関係。 

 ⑥、別表、へき地保育所徴収金基準額表中、第２階層の町民税非課税世帯の保育料をゼ
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ロ円とするとするものでございます。 

 次に、３の施行期日につきましては、国の無償化の実施日である令和元年10月１日から

施行し、経過措置としまして、附則第２項、この条例による改正後の第６条から第７条ま

での規定は、令和元年10月以降の月分の保育料について適用し、同年９月以前分の保育料

については、なお従前の例による。 

 保育料等の減免としまして、附則第３項、第６条の規定にかかわらず、対象となる児童

及び保護者が浦幌町内に住所を有している場合は、保育料を無料とするとするものです。 

 また、65ページの参考、町独自施策と国の制度のイメージ図及び66ページから69ページ

までは新旧対照表がございますので、ご参照願います。 

 以上で議案第59号の説明を終わらさせていただきますので、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、伊藤議員。 

〇伊藤議員 説明資料の65ページの図を見ていたのですが、２歳の３号認定の場合の浦幌

町独自施策として保育料は全て無償化、副食費は無償化、主食費は保護者の負担、持参と

なっています。へき地保育所はこういう図になっていて、浦幌町保育園の54ページの図に

関しては保育料、副食費、主食費、全て無償化ということになっているのですが、この違

いについて教えていただけますでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、65ページにつきましては２歳児の３号認定と、それから54ページにつきましては

ゼロ、２歳の３号認定となってございます。このイメージ図につきましては、まずへき地

保育所につきましては当初から副食費、それから主食費につきましては保育料に含まさっ

ていない料金設定となってございまして、この保育料の部分の条例に当たる保育料といっ

たところで規定をさせていただいているものですから、この２号認定、３号認定につきま

しては副食、主食を除いた保育料がこのたびの国の無償化、それから町独自としましてそ

の部分を全て対象外の幼児につきましても無償化にするということでございます。また、

65ページと54ページの違いにつきましては、先ほど申し上げた保育料の設定の仕方が違う

といったところで表が違うということでございますので、ご理解いただきたいと存じます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 この無償化に関する根拠法令というのは、どの法令になるのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 このたびの無償化につきましては、子ども・子育て支援法の一部を
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改正する法律といったところで、令和元年法律第７号に基づきまして、各それぞれの法の

施行規則等に関しまして国の無償化の考え方を示されたところでございます。その無償化

を拡大しまして、町としましては国が無償化をしないと言っている幼児につきまして全て

無償化にするといったところの条例で改正といったところで今回提出させていただいてい

るところでございます。 

 以上です。 

〇伊藤議員 済みません。質問の聞き方が悪かったのですが、この食費の無償化に関する

根拠法令というのは、私が調べたところによると浦幌町特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準を定める条例、先ほど出てきた条例です。条例の第13条第

４項の（３）、資料の26ページ、ウ、満３歳未満保育認定子どもに対する食事の提供、これ

は25ページの（３）食事の提供（次に掲げる者を除く）となっておりますので、満３歳未

満保育認定子どもに対する食事の提供は無償になりますよという考え方なのかなと私は考

えていたのですが、今回のへき地保育所に関しては主食費は保護者の負担ということで持

参と書いているのですけれども、これはこれに当たらないよという、食事の提供に要する

費用としては当たらないからこれは持参してくださいよということなのかなと私は理解し

ていたのですが、それで大丈夫でしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、副食費の提供の無償化につきましては、これは平成27年６月の定例会におきまし

て、当時の条例上としまして給食費の料金がへき地保育所で設定されてございまして、こ

れが平成27年６月定例会におきまして無償化という形で可決をいただき、平成27年７月か

らこの副食費については無償化になっています。それから、先ほど議案として提出させて

いただきました議案第55号の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準、これを定める条例につきましての条文を引用した質問がございましたけれども、こ

の条文につきましては説明資料25ページの第13条第４項第３号のところに食事の提供に要

する費用として、この４項の第１項のところでございますけれども、教育・保育給付認定

保護者から受けることができるといった形のこの確認基準になってございます。本条例は、

あくまでも子ども・子育て支援給付金に当たる部分としまして町が給付をするための基準

を定めているところでございまして、これ幼稚園、保育園、へき地保育所も全て対象とな

るわけなのですけれども、この確認基準に基づいて無償化としたわけではなくて、当初か

ら27年の６月定例会におきまして可決いただいた保育料等の無償化に伴う副食費の無償化

ということを実施しているということでございますので、この条例から引用したわけでは

ないということでご理解いただきたいと存じます。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 
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〇阿部議員 ただいま答弁いただいたのですけれども、私も全体的に伊藤議員の質問の形

をちょっと疑問に思っておりました。それで、せっかく保育所の部分のほとんどが無料と

いうことに、無償化ということになったわけなのですけれども、このことが幼稚園のこと

に関しましても食に関しましても同一的に無償化されることは浦幌の特例として、これま

でのことは可決されましたので、今後無償化されるということはないのかということをち

ょっとお聞きします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 主食についての持参と、これにつきまして無償化がないかという質

問でよろしかったでしょうか。 

 これにつきましては、現在、これは当初からなのですが、主食につきましては保護者か

ら持参をいただきまして、園児のほうに提供しているという形をとらさせていただいてい

ます。これはなぜかと申し上げますと、まずゼロ、２歳の３号認定のお子さんにつきまし

ては、これは乳児に当たる給食と離乳食、それからまたそういったところの提供に当たり

ましては全て含まさっているものですから、先ほど可決いただきました保育園に係る３歳

未満の子どもにつきましては自園調理により提供するということでございますので、含ま

さっているということでございます。 

 先ほど質問の中には３歳以上児に対する主食の無償化はないのかというご質問なのです

けれども、現在浦幌幼稚園と、それからへき地保育所につきましては浦幌町の給食センタ

ーから外部搬入という形をとらさせていただいています。この中で、外部搬入の中としま

しては、まず学校給食のほうの対応といたしましては小学校、中学校が、これが国からの

お米等につきまして支給を受けている関係もございます。また、この学校給食センターに

係る対応としまして、ハード的な整備を、またソフト面も対応すれば外部搬入が幼稚園と

へき地保育所はできることになるのですけれども、これにつきまして自園調理ができない、

調理施設を持っていないこの２施設につきましては基本的に３歳から５歳の子どもにつき

ましては小学校、中学生と違いまして、やはり３歳のお子さんで給食を主食、これをお茶

わんの上に載っかった白米をおかずと一緒に食べるという形ができるお子さんが非常に少

なくて、これはまた親御さんが例えば持参していただいて、振りかけをかけていただいた

り、またおにぎりだったら食べられるとか、それから御飯をまだ食べられないのだけれど

も、パンだけ、これを自宅からお持ちするという形で何とか食のほうを提供するためには

保護者のお母さん、そういった工夫等、助けていただきながら、そして昼食を提供すると

いうことでございますので、これにつきましては今現在考え方は主食についてはやはり保

護者と一緒に連携をとりながら、また給食の献立を見ていただいて、お母さん、朝忙しい

とは思うのですけれども、そういったお手伝いをいただきながらお子さんに給食を食べて

いただくということの考え方から、主食については現在保護者の持参という形をとらさせ

ていただきたいというふうに考えているところでございます。 
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 以上でございます。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 今阿部議員と伊藤議員からご質問あった箇所になりますが、さまざまソフト

面、ハード面でできかねるというところでご答弁いただいたと思うのですが、いわゆる浦

幌町の保育園と上浦幌の僻地の保育園というところでやっぱり公平なサービスであるべき

だというふうに思っているのですが、ソフト面、ハード面でちょっと主食費というところ

を提供できないというところでしたが、お金、金額というところで規定をして、主食費分

を僻地保育園に預けている家庭に給付するということもできないということでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 私の説明が少し不足していたと思いますので、再度説明をさせてい

ただきます。 

 幼稚園とへき地保育所につきましてご説明をさせていただいたのですが、しらかば保育

園につきましても主食につきましては保護者からの持参という形をとらさせていただいて

おります。ですので、現在町内の保護者にお手伝いをいただいている幼稚園、へき地保育

所、それから保育所につきましては同じような考え方でご協力を賜っているといったとこ

ろでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 何度も申しわけないのですけれども、私がちょっとお尋ねをしているのは、

この10月１日から浦幌町立保育園についてはゼロから２歳の３号認定のところでは無償化

になるということだというふうに思うのですが、僻地保育園に関しては２歳のところはい

わゆる実質自分たちの家庭でということになる。その公平性というか、そこを統一、どう

にか公平にサービスをというところを考えると、ソフト、ハード面で御飯を提供するとい

うことができないのであれば、お金を給付するということ、そういうさまざまな形で公平

的にということができるのかできないのかということをちょっとお尋ねしたところでござ

います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 質問にお答えさせていただきます。 

 説明がちょっと悪かったと存じます。内容につきましては把握いたしました。おっしゃ

るとおり、ひまわり保育園につきましては２歳児、現在１名おりますけれども、こちらに

つきましては保護者の方にご協力をいただいて、白い御飯ではないのですけれども、お子

さんが保育園で食べられる主食を提供していただいて、それを持ってきていただき、そし

て保育園のほうで食べていただいています。それから、しらかば保育園につきましては３

歳未満のゼロ、２歳につきましては児童福祉法に基づきまして自園調理ということにこれ
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はなってございまして、やはりそれで保育料の中に含まさりまして、保育園でそれぞれ未

満児につきましては給食を提供しなければならないということになります。ですから、逆

を申し上げると、ゼロ、２歳は主食、副食費というよりもやはり離乳食であったり、そう

いった食べるお昼御飯の給食提供でございますので、主食、副食という形で区分するのは

いかがなところかというのはありますけれども、いずれにしてもしらかば保育園ではそう

いった自園調理の設備がある関係もありまして、提供しています。沼尾議員おっしゃると

おり、ひまわり保育園の２歳児１名につきましては、おっしゃる内容についてはしらかば

保育園の園児と、それからひまわり保育園の園児とは確かに提供の体制が違うということ

でございますが、これにつきましては今後検討していきたいと思いますので、少しお時間

を賜りたいと思います。 

 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59号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１８ 議案第６０号 

〇田村議長 日程第18、議案第60号 浦幌町子ども発達支援センター設置及び管理条例の

一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 議案集40ページをごらん願います。議案第60号 浦幌町子ども発達

支援センター設置及び管理条例の一部改正について。 

 浦幌町子ども発達支援センター設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のように定

める。 

 令和元年９月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町子ども発達支援センター設置及び管理条例の一部

を改正する条例。 

 浦幌町子ども発達支援センター設置及び管理条例（平成24年浦幌町条例第23号）の一部
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を次のように改正する。 

 本条例の改正の条文につきましては条文の朗読を省略させていただき、別冊の議案説明

資料をもって説明をさせていただきます。 

 議案説明資料の70ページをごらん願います。１の改正の趣旨でございますが、子ども・

子育て支援法の一部を改正する法律（令和元年法律第７号）の施行に伴いまして、本年10月

からの幼児教育、保育の無償化にあわせまして就学前の障がい児の発達支援等に係る費用

についても無償化となるよう児童福祉法施行令の一部を改正する政令（令和元年政令第

20号）が公布されたことに伴いまして、就学前の障がい児を支援するために必要な条項等

の整理を行うため、本案を提出したものでございます。 

 次に、２の改正の内容でございますが、①、使用料の無償化に係る考え方につきまして

は、国が実施する無償化につきましては満３歳になって初めての４月１日から小学校へ入

学する日の前日まで保育園または幼稚園及び子ども発達支援センターの両方の施設を利用

する場合は、それぞれ両方の保育料及び使用料とも無償化の対象となるものです。町では、

子ども発達支援センターの使用料は町内に住所を有している場合は免除していますけれど

も、今回の国の無償化になった以降につきましても使用料の免除を町独自の施策として継

続することとしまして、国に準じた条例の一部改正を行うものです。 

 ②、国が実施する満３歳になって初めての４月１日から小学校へ入学する日の前日まで

の間の使用料につきましては、無償化にする規定を追加。第６条第４項関係。 

 ③、第６条第３項の次に１項を追加したことにより、第４項を第５項に繰り下げるとす

るものでございます。 

 次に、３の施行期日につきましては、国の無償化の実施日である令和元年10月１日から

施行し、経過措置としまして、附則第２項、この条例による改正後の第６条の規定は、令

和元年10月以降の月分の使用料について適用し、同年９月以前分の使用料については、な

お従前の例によるとするものです。 

 また、71ページには新旧対照表がございますので、ご参照願います。 

 以上で議案第60号の説明を終わらさせていただきますので、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。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第60号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 
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〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１９ 議案第６１号 

〇田村議長 日程第19、議案第61号 浦幌町留真温泉設置及び管理等に関する条例の一部

改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 議案書の42ページをごらん願います。議案第61号 浦幌町留真温泉設置

及び管理等に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町留真温泉設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 令和元年９月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。浦幌町留真温泉設置及び管理等に関する条例の一部を改

正する条例。 

 浦幌町留真温泉設置及び管理等に関する条例（平成22年浦幌町条例第11号）の一部を次

のように改正する。 

 以下、条文の朗読を省略させていただき、説明資料により説明をさせていただきます。 

 説明資料72ページをごらん願います。１、改正の趣旨でございますけれども、これまで

の実績におきまして、午後８時以降の来場者数が平均３名と少ないことから、冬期間の開

館時間を１時間短縮するとともに、平成23年３月の開館以来８年が経過していることから、

休館日を設けまして、定期的な清掃総点検を実施することとしたため、条例の一部を改正

するものでございます。 

 ２、改正の内容でございますけれども、第４条関係、①、開館時間の変更につきまして

は、これまで通年を通して午前11時から午後9時までとしておりましたが、変更後におきま

しては４月１日から12月31日までの間は午前11時から午後９時まで、１月１日から３月

31日までの間は午前11時から午後８時までとし、閉館する時間を１時間短縮するものでご

ざいます。 

 ②、休館日の新設につきましては、毎月第３月曜日を休館日とするものでございます。

なお、第３月曜日が国民の祝日となる場合はその翌日を休館日とするほか、連休期間中と

なるなど多数の来場者が見込まれるような場合には休館日を変更することができるように

規定をするものでございます。 

 ３の、施行期日でございますけれども、この条例につきましては、令和２年４月１日か

ら施行するものでございます。 

 なお、新旧対照表につきましては、次のページに記載しておりますので、ご参照願いま

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。 

 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 施行期日、令和２年４月１日施行となっているのですけれども、大分先にな

っているのですが、その理由としては何かあるのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 ただいま留真温泉、指定管理者において運営をされています。今現在第

３期目の指定管理期間が本年度で終了となりまして、新たな指定管理期間が令和２年の４

月１日からということもございまして、今回このようなご提案をさせていただいておりま

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61号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２０ 議案第６２号 

〇田村議長 日程第20、議案第62号 町道路線の廃止及び認定についてを議題といたしま

す。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 44ページをごらん願います。議案第62号 町道路線の廃止及び認定につ

いて。 

 次のとおり町道路線の廃止及び認定することについて、道路法第８条第２項及び同法第

10条第３項の規定により、議会の議決を求める。 

 令和元年９月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。１、廃止路線及び２、認定路線の整理番号、路線名、起

点、終点、延長は記載のとおりで、十勝太線、東山通が今回対象となります路線でありま



 － 34 － 

す。 

 以下、内容につきましては説明資料により説明させていただきます。 

 説明資料の74ページをごらん願います。４、認定理由でございますが、１、町道十勝太

線につきましては、道道直別共栄線の道路改良に伴い、接続する町道十勝太線の取りつけ

について交通安全上の観点から90度となるよう路線変更をしたことから、現道を廃止し、

新たに町道として認定するものでございます。 

 ２、町道東山通につきましては、令和２年度予定の認定こども園の建設に当たり通園時

等の利便性を向上させるため、現在の町道東山通の路線延長を延ばし、町道森林公園通と

接続するよう道路整備を行うことから、現道を廃止し、新たに町道として認定するもので

ございます。 

 次のページの75ページ、76ページをごらん願います。町道廃止認定路線図の青色で表示

している区間が廃止路線、また赤色で表示している区間は認定路線でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 １点ですけれども、東山のことなのですけれども、この先延長されていると

ころというのは基本的にこれ道路用地として始めから町で持っていたものなのかどうなの

かお聞きします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 その東山通の用地につきましては、民地を購入いたしまして、そこの部

分についての用地となっております。 

（何事か声あり） 

〇早瀬施設課長 済みません。現在町有地。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 ということは、もう町有地だということでいいのですよね。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 失礼しました。現在町有地になっております。 

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62号を採決いたします。 
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 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ０時０２分  休憩 

午後 １時００分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 

    ◎日程第２１ 議案第６３号 

〇田村議長 日程第21、議案第63号 令和元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。 

〇獅子原総務課長 別冊の補正予算書１ページをごらん願います。あわせまして、議案説

明資料77ページをごらん願います。議案第63号 令和元年度浦幌町一般会計補正予算。 

 令和元年度浦幌町の一般会計補正予算（第４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4,084万8,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ69億975万7,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債） 

 第２条 地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

 令和元年９月２日提出、浦幌町長。 

 ２ページから５ページまでの第１表、歳入歳出予算補正につきましては、説明を省略さ

せていただきます。 

 ６ページをごらん願います。第２表、地方債補正。変更でございます。起債の目的、臨

時財政対策債、補正前限度額１億2,000万円、補正後限度額１億894万1,000円。計、補正前

限度額７億4,940万円、補正後限度額７億3,834万1,000円。なお、補正後の起債の方法、利
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率、償還の方法につきましては変更がございません。 

 ７ページ及び８ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括は説明を省略させて

いただきます。 

 ９ページをごらん願います。２、歳入、１款町税、３項軽自動車税、２目環境性能割５

万円を追加し、５万円、内容につきましては説明資料77ページに記載のとおり、地方税法

改正に伴い軽自動車税環境性能割を追加するものでございます。 

 ７款１項１目自動車取得税交付金457万4,000円を減額し、1,392万6,000円、内容につき

ましては説明資料77ページに記載のとおり、地方税法改正に伴う自動車取得税交付金の減

額及び環境性能割交付金を追加するものでございます。 

 ８款１項１目地方特例交付金195万9,000円を追加し、295万9,000円、内容につきまして

は説明資料77ページに記載のとおり、地方税法改正に伴う減収補填分の地方特例交付金を

追加するものでございます。 

 ９款１項１目地方交付税3,474万8,000円を追加し、31億6,474万8,000円、内容につきま

しては交付額の決定に伴います普通交付税の追加でございます。 

 11款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担金412万4,000円を減額し、１億

1,760万7,000円。 

 10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、６目教育使用料120万

9,000円を減額し、192万8,000円。これにつきましては、いずれも説明資料78ページに記載

のとおり国の幼児教育、保育の無償化にあわせまして町独自施策による全世帯保育料等無

償化の実施により減額するものでございます。 

 14款道支出金、２項道補助金、２目民生費道補助金663万3,000円を追加し、1,574万

6,000円、内容につきましては説明資料79ページに記載のとおり、幼児教育、保育の無償化

に係るシステム改修等に要する経費に対する補助金を追加するものでございます。 

 ４目農林水産業費道補助金361万円を追加し、１億3,577万5,000円、内容につきましては

説明資料82ページに記載のとおり、未来につなぐ森づくり推進事業補助金を追加するもの

でございます。 

 15款財産収入、１項財産運用収入、２目利子及び配当金34万9,000円を追加し、192万

3,000円、内容につきましては説明資料81ページに記載のとおり、浦幌町森林組合の剰余金

処分の承認決定に基づく配当金を追加するものでございます。 

 16款１項寄附金、２目指定寄附金15万5,000円を追加し、5,035万6,000円、内容につきま

しては指定寄附金を追加するものでございます。 

 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99万6,000円を追加し、

99万7,000円。 

 ２目後期高齢者医療特別会計繰入金８万8,000円を追加し、８万9,000円。 

 ３目介護保険特別会計繰入金584万3,000円を追加し、584万4,000円。これらは、いずれ

も前年度精算に伴います各特別会計繰入金を追加するものでございます。 



 － 37 － 

 ２項１目基金繰入金１億2,440万7,000円を減額し、５億7,751万3,000円、内容につきま

しては財政調整基金繰入金を減額するものでございます。 

 18款１項１目繰越金１億3,169万円を追加し、１億3,269万円、内容につきましては額の

確定に伴います前年度繰越金を追加するものでございます。 

 19款諸収入、５項１目雑入10万円を追加し、1,071万3,000円、内容につきましては説明

資料83ページに記載のとおり、全国町村会主催の町イチ！村イチ！2019出展に係る経費に

対する北海道町村会からの助成金を追加するものでございます。 

 20款１項町債、１目総務債1,105万9,000円を減額し、１億2,744万1,000円、内容につき

ましては額の確定に伴います臨時財政対策債の減額でございます。 

 12ページをごらん願います。３、歳出でございますが、初めに人件費及び指定管理委託

料の補正について一括説明をさせていただきます。内容といたしましては、本年度中途退

職者に係る人件費の減額、新規採用者の給与等確定による変更、７月１日付人事異動に伴

う科目間変更、扶養手当の支給区分変更などによる補正でございます。一般会計、特別会

計合わせまして、２節給料で1,501万8,000円の減額、３節職員手当等で703万4,000円の減

額、４節共済費で452万4,000円の減額、合計で2,657万6,000円の減額となるものでござい

ます。また、指定管理委託料の補正につきましては、本年10月からの消費税率の引き上げ

に伴い10月以降分の指定管理委託料を追加補正するものでございます。指定管理委託料総

額で227万1,000円の追加となるものでございます。 

 なお、補正の内容が人件費のみ及び指定管理委託料のみの目につきましては説明を省略

させていただきます。 

 １款１項１目議会費103万8,000円を減額し、8,113万8,000円、内容につきましては人件

費の補正及び説明資料78ページに記載のとおり、事務局研修に係る旅費及び参加負担金を

追加するものでございます。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費1,906万2,000円を減額し、２億8,809万円、

内容につきましては人件費の補正でございます。 

 ２目情報化推進管理費１万5,000円を追加し、２億4,297万2,000円、内容につきましては

説明資料78ページに記載のとおり、厚内幼稚園閉園に伴う電話回線途中解約に伴う違約金

を追加するものでございます。 

 ６目財政調整等基金費6,634万6,000円を追加し、１億4,290万4,000円、内容につきまし

ては地方財政法の規定により決算剰余金の２分の１以上を財政調整基金に積み立てるもの

でございます。 

 ７目企画費118万2,000円を追加し、１億1,880万30円、内容につきましては説明資料78ペ

ージに記載のとおり、光ケーブル移設工事に要する費用を追加するものでございます。 

 ８目支所費21万7,000円を追加し、2,113万3,000円。 

 ２項徴税費、１目税務総務費1,110万5,000円を減額し、2,091万2,000円。 

 ３項１目戸籍住民登録費38万4,000円を追加し、1,608万7,000円。これらにつきましては、
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いずれも人件費の補正でございます。 

 14ページをごらん願います。４項選挙費、１目選挙管理委員会費5,000円を追加し、

1,089万9,000円。 

 ５項統計調査費、１目統計調査総務費27万8,000円を減額し、1,498万3,000円。いずれも

人件費の補正でございます。 

 ６項１目監査委員費１万2,000円を追加し、277万2,000円、内容につきましては説明資料

79ページに記載のとおり、監査委員研修参加に係る負担金を追加するものでございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費977万7,000円を追加し、３億1,971万

1,000円、内容につきましては人件費の補正並びに国民健康保険事業特別会計繰出金を追加

するものでございます。 

 ７目後期高齢者医療費86万6,000円を減額し、１億499万4,000円、内容につきましては後

期高齢者医療特別会計事務費繰出金を減額するものでございます。 

 ２項児童総務費、１目児童福祉総務費1,027万円を追加し、6,434万3,000円、内容につき

ましては人件費の補正並びに説明資料79ページに記載のとおり、幼児教育、保育の無償化

に係るシステム改修等に要する費用を追加するものでございます。 

 ３目認可保育園運営費253万3,000円を追加し、9,838万4,000円、内容につきましては人

件費の補正でございます。 

 16ページをごらん願います。４目へき地保育所運営費203万9,000円を減額し、3,507万円。 

 ６目子ども発達支援センター運営費777万1,000円を追加し、2,331万円。いずれも人件費

の補正でございます。 

 ７目学童保育所費３万円を追加し、908万8,000円、内容につきましては説明資料79ペー

ジに記載のとおり、指定寄附に伴う教材購入費を追加するものでございます。 

 ８目子育て支援センター費68万2,000円を追加し、1,704万2,000円、内容につきましては

人件費の補正でございます。 

 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費12万1,000円を追加し、２億30万2,000円、内容に

つきましては介護保険特別会計繰出金を追加するものでございます。 

 ３目老人ホーム費77万7,000円を減額し、２億5,038万1,000円、内容につきましては人件

費の補正及び説明資料80ページに記載のとおり、指定寄附に伴う備品購入費を追加するも

のでございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費722万6,000円を減額し、２億5,094万

8,000円、内容につきましては人件費の補正並びに簡易水道特別会計繰出金を減額するもの

でございます。 

 ５目医療対策費1,239万3,000円を減額し、１億1,568万3,000円、内容につきましては浦

幌町立診療所特別会計繰出金を減額するものでございます。 

 ７目公衆浴場管理費11万5,000円を追加し、984万2,000円、指定管理委託料を追加するも

のでございます。 
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 ８目保健福祉センター管理費30万円を追加し、2,940万7,000円、内容につきましては説

明資料80ページに記載のとおり、保健福祉センター非常灯及びエアコン室外機の修繕に係

る費用を追加するものでございます。 

 18ページをごらん願います。６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費10万

5,000円を減額し、3,103万1,000円。 

 ２目農業総務費464万8,000円を追加し、4,613万5,000円。内容につきましては、いずれ

も人件費の補正でございます。 

 ５目畜産振興費121万9,000円を追加し、2,164万6,000円、内容につきましては模範牧場

に係ります指定管理委託料を追加するものでございます。 

 ２項林業費、１目林業総務費243万2,000円を追加し、2,138万4,000円、内容につきまし

ては人件費の補正及び説明資料81ページに記載のとおり、捕獲頭数増加に伴います有害鳥

獣捕獲奨励金の追加及び浦幌町森林組合の出資金を追加するものでございます。 

 ２目林業振興費632万2,000円を追加し、3,023万4,000円、内容につきましては説明資料

82ページに記載のとおり、未来につなぐ森づくり推進事業補助金を追加するものでござい

ます。 

 ４目うらほろ森林公園管理運営費13万8,000円を追加し、2,444万3,000円、内容につきま

しては指定管理委託料を追加するものでございます。 

 ７款１項商工費、１目商工振興費33万7,000円を減額し、１億8,561万6,000円、内容につ

きましては人件費の補正でございます。 

 ２目観光費203万6,000円を追加し、7,053万9,000円、内容につきましては説明資料82ペ

ージに記載のとおり、昆布刈石展望台旋回場及び案内看板の整備に係る費用、町イチ！村

イチ！2019出展に係る費用、産業交流施設及び留真温泉に係る指定管理委託料を追加する

ものでございます。 

 20ページをごらん願います。８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費21万8,000円

を減額し、3,625万4,000円。 

 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費８万3,000円を追加し、5,449万3,000円。いずれも

人件費の補正でございます。 

 ４項都市計画費、２目公共下水道費525万2,000円を減額し、１億3,214万4,000円、内容

につきましては公共下水道特別会計繰出金を減額するものでございます。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費182万8,000円を減額し、5,267万3,000円、内容につきまし

ては人件費の補正及び説明資料84ページに記載のとおり、住宅リフォーム補助金を追加す

るものでございます。 

 10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費291万5,000円を追加し、6,569万9,000円。 

 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費1,672万1,000円を減額し、4,123万5,000円。いずれも

人件費の補正でございます。 

 22ページをごらん願います。５項社会教育費、１目社会教育総務費21万9,000円を減額し、
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5,245万円、人件費の補正でございます。 

 ３目博物館費、３万4,000円を追加し、167万1,000円、内容につきましては説明資料84ペ

ージに記載のとおり、指定寄附に伴う標本ケース購入費用を追加するものでございます。 

 ７目図書館管理費４万5,000円を追加し、4,173万1,000円、内容につきましては説明資料

84ページに記載のとおり、指定寄附に伴う図書購入等に要する費用を追加するものでござ

います。 

 ６項保健体育費、２目社会体育施設費43万4,000円を追加し、7,618万9,000円、内容につ

きましては総合スポーツセンター及び周辺施設に係ります指定管理委託料を追加するもの

でございます。 

 ３目給食センター管理費７万3,000円を追加し、7,722万3,000円、人件費の補正でござい

ます。 

 13款諸支出金、１項１目過年度支出金17万3,000円を追加し、21万円、内容につきまして

は説明資料85ページに記載のとおり、平成30年度国庫負担金等の確定に伴う返還金を追加

するものでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第63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 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２２ 議案第６４号 

〇田村議長 日程第22、議案第64号 令和元年度浦幌町町有林野特別会計補正予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 それでは、別冊の議案書24ページをごらん願います。あわせまして、議

案説明資料86ページをごらん願います。議案第64号 令和元年度浦幌町町有林野特別会計

補正予算。 

 令和元年度浦幌町の町有林野特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところによる。 
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 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ18万円を減額し、歳入歳出の総額を

歳入歳出それぞれ１億2,731万3,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和元年９月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに26ページの歳入歳出補

正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。 

 このたびの補正につきましては、人件費の減額及び前年度繰越金の確定とそれに伴いま

す基金繰入金について減額補正をするものでございます。 

 次のページをごらん願います。２、歳入、３款繰入金、２項１目基金繰入金66万8,000円

を減額し、2,254万6,000円。 

 ４款１項１目繰越金48万8,000円を追加し、49万8,000円。 

 ３、歳出、１款１項１目財産管理費18万円を減額し、1,965万4,000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64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 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２３ 議案第６５号 

〇田村議長 日程第23、議案第65号 令和元年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予

算を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 別冊の議案書の28ページ、あわせまして説明資料は87ページをお開き願

います。議案第65号 令和元年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算。 

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

による。 
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 （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145万7,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ７億3,501万6,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和元年９月２日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正並びに30ページの歳入歳出補正予算事項別明細

書、１、総括は説明を省略させていただきます。 

 31ページをごらん願います。今回の補正は、額の確定及び精算見込みによる補正内容で

ございます。 

 ２、歳入、５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金36万円を追加し、6,175万

3,000円、人事異動に伴う人件費の繰入金の内容でございます。 

 ２項１目基金繰入金1,112万1,000円を減額し、922万8,000円。 

 ６款１項１目繰越金1,221万8,000円を追加し、1,224万8,000円。 

 内容につきましては、説明資料記載のとおり、前年度繰越金の確定による追加とこれに

伴う国民健康保険事業基金繰入金を減額補正するものでございます。 

 32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

36万円を追加し、2,113万3,000円、人事異動に伴う人件費の補正でございます。 

 ７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、４目その他償還金10万1,000円を追加し、10万

2,000円。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金99万6,000円を追加し、99万7,000円。 

 内容は、いずれも説明資料記載のとおり、特定健康診査等負担金の前年度精算及び一般

会計繰り入れ等の精算で生じた償還金を返還金や繰出金として追加補正するものでござい

ます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第65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 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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    ◎日程第２４ 議案第６６号 

〇田村議長 日程第24、議案第66号 令和元年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 議案書33ページ、あわせまして説明資料は88ページをごらん願います。

議案第66号 令和元年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算。 

 元号を改める政令（平成31年政令第143号）により、元号が令和に改められたことから、

平成31年度浦幌町後期高齢者医療特別会計予算全体における元号の表示については、令和

に統一する。 

 令和元年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ63万6,000円を減額し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ8,957万3,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和元年９月２日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正並びに35ページ、歳入歳出補正予算事項別明細

書、１、総括は説明を省略させていただきます。 

 36ページをごらん願います。今回の補正は、額の確定及び精算見込みによる補正内容で

ございます。 

 ２、歳入、２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金86万6,000円を減額し、

3,330万7,000円、人事異動に伴う人件費の事務費繰入金減額の内容でございます。 

 ３款１項１目繰越金23万円を追加し、23万1,000円、前年度繰越金確定に伴う追加補正で

ございます。 

 続きまして、37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86万6,000円を減額し、591万6,000円、人事異動に伴う人件費更正減などの内

容でございます。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金14万2,000円を追加し、8,270万円。 

 ３款諸支出金、２項繰出金、１目他会計繰出金８万8,000円を追加し、８万9,000円。 

 内容は、いずれも説明資料記載のとおり出納整理期間内に納付された保険料を広域連合

納付金として本年度で精算するためと一般会計繰り入れの精算で生じた償還金を繰出金と

して追加補正するものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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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66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 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２５ 議案第６７号 

〇田村議長 日程第25、議案第67号 令和元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。 

〇鈴木町民課長 議案書38ページをお開き願います。あわせまして、説明資料は89ページ

をごらん願います。議案第67号 令和元年度浦幌町介護保険特別会計補正予算。 

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

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,601万7,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ６億8,456万5,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和元年９月２日提出、浦幌町長。 

 次のページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに40ページの歳入歳出補正予算事項別明細

書、１、総括は説明を省略させていただきます。 

 41ページをごらん願います。今回の補正予算につきましては、額の確定及び精算による

補正内容でございます。 

 ２、歳入、６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金12万1,000円を追加し、

１億2,526万9,000円、人事異動に伴う人件費の繰入金の補正でございます。 

 ２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金175万8,000円を減額し、364万1,000円。 

 ７款１項１目繰越金1,765万4,000円を追加し、1,768万4,000円、前年度繰越金の額確定

とこれに伴う介護給付費準備基金繰入金の減額でございます。 

 続きまして、42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
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目一般管理費１万8,000円を減額し、1,555万7,000円。 

 ４款地域支援事業費、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３

万円を追加し、1,878万円。 

 ３目認知症総合支援事業費10万9,000円を追加し、557万2,000円。いずれも人事異動に伴

う人件費の補正内容でございます。 

 ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金1,005万3,000円を追加し、1,005万

4,000円。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金584万3,000円を追加し、584万4,000円。 

 内容は、いずれも説明資料記載のとおり、介護給付費負担金、地域支援事業交付金及び

一般会計繰り入れ等の額の確定等で生じた返還分を償還金や繰出金として追加補正するも

のでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第67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 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２６ 議案第６８号 

〇田村議長 日程第26、議案第68号 令和元年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町立診療所事務長。 

〇新川診療所事務長 補正予算書43ページ、説明資料につきましては90ページをごらん願

います。議案第68号 令和元年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算。 

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

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ28万9,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ３億4,662万円とする。 
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 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。 

 令和元年９月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに次のページの歳入歳出

補正予算事項別明細書、１、総括につきましては説明を省略させていただきます。 

 46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1,239万3,000円を減額し、１億775万5,000円。 

 ２款１項１目繰越金1,268万2,000円を追加し、1,318万2,000円、前年度繰越金の確定に

伴う追加でございます。 

 ３、歳出、１款１項診療所費、２目医業費28万9,000円を追加し、２億2,729万6,000円、

説明資料に記載のとおり職員の人件費に係る補正でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第68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 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２７ 議案第６９号 

〇田村議長 日程第27、議案第69号 令和元年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 議案書47ページをごらん願います。あわせて、説明資料91ページをお開

き願います。議案第69号 令和元年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算。 

 令和元年度浦幌町の公共下水道特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ61万3,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ２億5,134万9,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出
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予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和元年９月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに49ページ、歳入歳出補

正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。 

 50ページをごらん願います。このたびの補正につきましては、前年度繰越金の確定によ

る追加補正及び公共下水道受益者負担金の前納に伴う報償費並びに新築住宅への公共汚水

枡新設に伴う工事請負費の追加補正をするものでございます。 

 ２、歳入、５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金525万2,000円を減額し、

１億3,214万4,000円、一般会計からの繰入金の更正減でございます。 

 ６款１項１目繰越金586万5,000円を追加し、636万5,000円、前年度繰越金の確定に伴う

追加でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費１万3,000円を追加し、721万

9,000円、公共下水道受益者負担金の前納に伴う報償費の追加でございます。 

 ２款事業費、１項１目下水道建設費60万円を追加し、7,264万4,000円、新築住宅への公

共汚水桝新設に伴う工事請負費の追加でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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69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 着席願います。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２８ 議案第７０号 

〇田村議長 日程第28、議案第70号 令和元年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 議案書の51ページをごらん願います。あわせて、説明資料92ページをお

開き願います。議案第70号 令和元年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算。 

 令和元年度浦幌町の簡易水道特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところによる。 
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 （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111万5,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ４億985万1,000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。 

 令和元年９月２日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに53ページ、歳入歳出補

正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。 

 54ページをごらん願います。このたびの補正につきましては、前年度繰越金の確定によ

る追加補正及び十勝太配水池の次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプと川流布浄水場無停電電

源装置の修繕料並びに浄水場取水施設土砂撤去にかかわる機械借り上げ料の追加補正をす

るものでございます。 

 ２、歳入、４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金503万1,000円を減額し、

１億7,212万8,000円、一般会計からの繰入金の更正減でございます。 

 ５款１項１目繰越金614万6,000円を追加し、664万6,000円、前年度繰越金の確定に伴う

追加でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、２目施設管理費150万円を追加し、7,247万円、

次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプと無停電電源装置の修繕料並びに各取水施設土砂撤去に

かかわる機械借り上げ料の追加でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第70号の採決をいたします。 

 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 着席願います。起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎休会の議決 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 お諮りします。あすから９月５日までの３日間、議事の都合により休会とし、９月６日

午前10時から本会議を開くことにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、あすから９月５日までの３日間、議事の都合により休会とし、９月６日午前10時

から本会議を開くことに決定をいたしました。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 １時４８分 


