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令和４年第２回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

令和４年６月６日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 ０時０８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 １号 株式会社ユーエム経営状況等報告について 

 日程第 ７ 報告第 ２号 令和３年度浦幌町一般会計繰越明許費繰越計算について 

 日程第 ８ 報告第 ３号 浦幌町国民保護計画の変更について 

 日程第 ９ 承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて 

              （令和４年度浦幌町町有林野特別会計補正予算） 

 日程第１０ 議案第３２号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

 日程第１１ 議案第３３号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

 日程第１２ 議案第３４号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につい 

              て 

 日程第１３ 議案第３５号 令和４年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第１４ 議案第３６号 令和４年度浦幌町町有林野特別会計補正予算 

 日程第１５ 議案第３７号 令和４年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算 

 日程第１６ 議案第３８号 令和４年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 日程第１７ 議案第３９号 令和４年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第１８ 議案第４０号 令和４年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算 

 日程第１９ 議案第４１号 令和４年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算 

 日程第２０ 議案第４２号 令和４年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算 

 日程第２１ 議案第４３号 令和４年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 日程第２２ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ 

              て 

 

〇出席議員（１１名） 

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

    ３番  高  橋     匠     ４番  伊  藤  光  一 
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    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   河  合  裕  和 

     こども子育て支援課長   正  保     操 

     保健福祉課長   廣  富  直  樹 

     産 業 課 長   小  川  博  也 

     施 設 課 長   小 笠 原  秀  城 

     上浦幌支所長   小  林  昭  典 

     会 計管理者   早  瀬     実 

     診療所事務長   鈴  木     広 

 

    教育委員会 

     教  育  長   水  野  豊  昭 

     教 育 次 長   佐  藤     亘 

 

    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 
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     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４年第２回浦幌町議会

定例会を開会いたします。 

 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事につきましては、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。 

 

    ◎日程第１ 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４年第２回浦幌町議会定例会の運営について、去る５月27日午前に開催した議会運

営委員会の協議結果について報告します。 

 委員会には、委員全員と正副議長出席の下、理事者の出席を求め、今期定例会に提出さ

れる議案の説明を受け、日程及び運営について協議を行いました。 

 本定例会における議案は、町長提出として報告３件、承認１件、一般議案３件、補正予

算９件、諮問１件であります。追加議案の提出も予定されております。議会提出は発委、

発議等であります。また、一般質問につきましては６月13日に行うことにいたしました。

以上の内容を踏まえ、会期は本日から６月17日までの12日間でお願いします。 

 なお、会議録署名議員につきましては、順番に指名されますよう議長に申し入れており

ます。 

 次に、本日の会議は、諸般の報告、行政報告に続き、報告は第１号から第３号までの３

件、一般議案は第32号から第34号までの３件、補正予算は令和４年度一般会計ほか各特別

会計補正予算、議案第36号から第43号までの９件、そのほか諮問第１号の１件の審議を予

定しております。また、一般議案の３件については、提案の理由が同一の案件であります

ので、一括して審議いただきますよう議長に申し入れております。 

 なお、今期定例会においても新型コロナウイルス感染症予防のため、マスク着用等の対

策を講じて会議を行うこととしておりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたしま

す。 

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

お願いしまして、議会運営委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 
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    ◎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127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。 

 

    ◎日程第３ 会期の決定 

〇田村議長 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りをいたします。本定例会の会期は、本日から６月17日までの12日間にしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から６月17日までの12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４年５月23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しております。 

 次に、令和４年５月16日から令和４年６月５日までの１の議長等の動静及び２の議員の

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、御覧願います。 

 ３のその他については、特に報告すべき事項はございません。 

 次に、監査委員から提出のあった令和３年度２月分から令和３年度及び令和４年度４月

分の例月出納検査報告につきましては、事前に配付をしておりますので、ご了承いただき

たいと思います。 

 次に、令和４年３月１日開会の浦幌町議会第１回定例会で可決されたコロナ禍での消費

拡大対策の強化に関する要望意見書につきましては、議決日をもって内閣総理大臣ほか各

関係大臣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。 

 令和４年５月16日から令和４年６月５日までの町長等の動静につきましては、お手元に
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配付のとおりでありますので、御覧おきを願いたいと思います。 

 ２の建設工事入札結果につきましては、交付金事業、相川川西線改良工事ほか16件であ

ります。 

 ３の委託業務入札結果につきましては、交付金事業の橋梁長寿命化修繕計画策定支援委

託業務ほか５件であります。 

 ４の物品入札結果につきましては、業務用全自動洗濯機等の購入であります。 

 その他の行政報告については、まず浦幌町営公衆浴場の健康湯の閉館について報告をい

たします。浦幌町営公衆浴場、健康湯は、民間経営の銭湯が閉鎖されたことに伴い、平成

３年、公設公営の公衆浴場として東山町１番地２に建設し、以来町民の生活環境の確保と

健康の保持増進と、うらほろ森林公園キャンプ場利用者など町内外からご利用いただきな

がら管理運営を行ってまいりました。管理運営につきましては、当初委託方式を取ってお

りましたが、平成19年度から指定管理者による管理運営に移行し、現在は株式会社ユーエ

ムを指定管理者として、平成30年４月から令和５年３月までの５か年間を指定管理期間と

しております。 

 利用状況としましては、年度別の実績では平成４年度の１万8,566人をピークに減少の一

途をたどっており、令和３年度の実績については6,740人とピーク時の４割に満たない利用

となっております。このように利用者が減少した要因としましては、本町の人口が健康湯

開設時の8,518人から令和４年４月30日現在4,371人と約半数近く減少したことに加え、こ

こ数年は新型コロナウイルス感染症を背景とした外出自粛等があり、利用者の減少につな

がっているものと考えられます。 

 開設から30年以上が経過した現在も町民の皆様に利用いただいているところですが、懸

念劣化等による施設の老朽化が著しく、これまでも修繕を行いながら維持してまいりまし

たが、今後においても施設内の配管等の更新時期が迫っており、維持管理に係る経費は膨

大になると予想されます。平成20年に総務省が行った住宅・土地統計調査によると昭和56年

以降建築された住宅では99％以上とほとんどの住宅に浴室があるという調査結果もあり、

本町の各家庭や賃貸住宅等においても同様であることから、利用者の減少及び施設の老朽

化など、今後の管理運営を考え、指定管理期間の最終年度である令和５年３月末をもって

閉館する決断に至りました。 

 なお、閉館に当たっては、町ホームページ及び広報紙等による町内外への周知、さらに

健康湯利用者に対しましては窓口でのお知らせを行い、混乱が生じないよう努めてまいり

ます。市街地区においては、本年４月29日からコミュニティバスのダイヤ改正に伴い、留

真温泉への運行を週２回から週３回に増便しましたので、健康湯が閉館した後はコミュニ

ティバス等を利用し、留真温泉をご利用いただくよう案内してまいります。また、森林公

園キャンプ場利用者等につきましては、本年度森林公園管理棟の改築によりシャワー設備

の設置をし、健康湯の代替施設として利用していただくことを考えております。 

 以上、浦幌町営公衆浴場、健康湯の閉館についての報告といたします。 



 － 7 － 

 次に、新型コロナウイルスワクチンの４回目接種の実施について報告いたします。新型

コロナウイルス感染症の十勝管内での新規感染者は、ゴールデンウイーク後の急拡大は抑

えられ、それぞれの曜日において１週間前と比較すると下回る状況が続いているものの、

５月の月別感染者数は過去２番目に多い4,700人となり、医療機関などでクラスターも発生

していることから、依然として高止まり傾向が続いています。町民の皆様におかれまして

は、感染拡大防止に向けて引き続き基本的な感染防止行動の実践、徹底などについてご協

力をお願い申し上げます。 

 さて、今般厚生労働大臣から通知があり、新型コロナウイルス感染症に係る４回目接種

を予防接種法（昭和23年法律第68号）の規定に基づき、臨時の予防接種として実施するよ

う指示があったところです。４回目接種は、この感染症にかかった場合の重症化予防を目

的として、１回目、２回目及び３回目で接種したワクチンの種類にかかわらず、ファイザ

ー社ワクチン及び武田、モデルナ社ワクチンを用いて、３回目接種の完了から５か月以上

が経過した60歳以上の方及び18歳以上60歳未満の方のうち基礎疾患を有する方や、その他

この感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める方へ接種することとされ

たところです。 

 本町が実施する４回目接種につきましては、３回目接種完了後に５か月以上経過する７

月６日から、高齢者福祉施設等入所者、約110人に対して巡回接種を開始いたします。また、

その他の60歳以上の接種対象者、約1,900人に対しては７月下旬に接種券を送付し、８月上

旬から専用コールセンターで予約を受け付け、８月中旬から町立診療所と上浦幌公民館に

おいて集団接種にて実施することができるよう準備してまいります。 

 なお、接種対象者となる18歳以上60歳未満の基礎疾患を有する方などのうち４回目接種

を希望する方につきましては、事前に接種券発行申請書を保険福祉課まで提出していただ

く必要がありますので、今後におきましては町ホームページや広報誌「うらほろ」などを

活用しまして周知徹底を図ってまいります。 

 以上、新型コロナウイルスワクチンの４回目接種の実施についての報告といたします。 

 以上で行政報告を終わります。 

〇田村議長 教育長。 

〇水野教育長 職員の公務中における交通事故について報告いたします。 

 ５月26日午後２時55分頃、浦幌小学校と浦幌中学校の児童生徒送迎のため運行していた

スクールバスが厚内方面に向かっていたところ、町道厚内上厚内線の厚内１番地４付近に

おいて普通乗用車と接触する事故が発生いたしました。職員が運転するスクールバスが町

道厚内上厚内線を厚内方面に直進していたところ、前方を走行していた普通乗用車が右ウ

インカーを点灯したまま減速し、左側路側帯を徐行運転していたことから追越しをした際

に、追越しの途中で右側の取付け道路に向かって右折を開始したことから、乗用車の右前

部とスクールバスの左側面部が接触してしまいました。原因は、追越しする際、当方の運

転手が前方確認を行いましたが、十分ではなかったことと相手方の周囲への確認不足のた
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め起こったものであります。 

 事故当時、浦幌小学校児童１名が乗車しておりましたが、幸い児童、スクールバスの運

転手、相手方普通乗用車運転手及び同乗者１名にけがはなく、大事に至ることはありませ

んでした。また、同日、児童の自宅に謝罪と心身の確認に伺いましたが、特に変わった様

子はありませんでした。 

 なお、スクールバスは左側面部が破損し、相手方普通乗用車は右前部を破損しましたの

で、現在物損事故として処理を進めているところであります。 

 職員には日頃から公務及び私用を問わず、交通法規の遵守、安全運転に努めるよう注意

を促してまいりましたが、職員に対してさらなる注意を喚起し、再発防止の徹底に努めて

まいります。 

 以上、職員の公務中における交通事故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１号 

〇田村議長 日程第６、報告第１号 株式会社ユーエム経営状況等報告についてを議題と

いたします。 

 提出者からの報告を求めます。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 それでは、議案書の１ページを御覧ください。報告第１号 株式会社ユ

ーエム経営状況等報告について。 

 地方自治法第243条の３第２項の規定により、株式会社ユーエムの令和３年度決算及び令

和４年度事業計画を次のとおり報告する。 

 令和４年６月６日提出、浦幌町長。 

 次のページを御覧ください。経営状況等報告、令和３年４月１日から令和４年３月31日

まで。 

 １、令和４年３月31日現在の会社の概要について申し上げます。 

 （１）商号、株式会社ユーエム。 

 （２）所在地、浦幌町字万年353番地70。 

 （３）会社設立、昭和63年12月22日。 

 （４）資本金、5,500万円、発行済み株式は1,100株でございます。株主数、１団体、４

会社。 

 （５）事業内容、①、浦幌町の委託事業、一般廃棄物処理施設をはじめ12事業、②、ギ

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

場、健康湯の指定管理者として管理を行っております。 

 （６）従業員の状況でございますが、男性21名、女性９名、合計30名で、そのほか専務

１名となっております。 
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 次のページを御覧ください。事業の概況でございます。（１）委託事業につきましては、

一般廃棄物処理施設をはじめ12事業を受託し、29名の職員体制で業務を行ってまいりまし

た。 

 販売事業につきましては、新型コロナウイルスが終息せず、さらには原油価格の高騰か

ら箱、袋などの値上がりと併せてラム肉の世界的な供給不足により、１年間で２度にわた

り大幅な仕入価格の値上げとなりました。大きなイベント、商談会等も中止となり、販売

や販路拡大に影響がありましたが、ギョウジャニンニクにつきましては年間を通じて引き

合いがあり、前年を上回る販売実績となりました。 

 （３）健康湯事業につきましては、まん延防止期間中では、町外からの利用者、町内で

は感染防止のため高齢者の利用の減少が見られました。また、燃料の価格が10月より急激

に高騰したため、他の部門でコスト削減など努力しましたけれども、最終的には高騰の影

響を除くことができませんでした。新型コロナウイルスの感染対策につきましては、除菌

を徹底し、マスク着用も徹底をしてまいりました。 

 次のページを御覧ください。令和４年３月31日現在の貸借対照表の要旨につきましては、

説明を省略させていただきます。 

 次のページを御覧ください。令和３年４月１日から令和４年３月31日までの損益計算書

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

4,009万1,701円、売上原価は881万9,203円、販売及び一般管理費は１億2,722万7,401円、

営業利益は404万5,097円、営業外損益、営業外収益は13万1,427円、営業外費用は５万

5,499円、経常利益が412万1,025円になりました。法人税等充当額が106万4,545円、当期純

利益が305万6,480円、前期繰越利益がマイナス1,709万683円、当期未処分利益がマイナス

1,403万4,203円でございます。 

 次のページを御覧ください。令和４年度事業計画について申し上げます。１、委託事業

につきましては、公的な事業に携わっているという自覚を常に持ち、業務を遂行いたしま

す。 

 ２、販売事業につきましては、新型コロナウイルスの終息が見えない中、道の駅、各イ

ベントでの収益は手探りの状態が続くものと見ております。ギョウジャニンニクの需要が

よい傾向で、生食、原料とも予約が相次いであり、販売の道筋が開けつつあります。今年

度の取組としては、記載しております３項目について重点的に取り組んでまいります。 

 健康湯事業につきましては、公正、公平と個人情報保護を基本とし、老朽化対応として

日常点検を怠らず、町との連携を保ち、常に早めの対策を講じます。また、新型コロナウ

イルス対策を万全にし、利用者が安心して入浴できる環境づくりを行ってまいります。 

 次のページを御覧ください。令和４年度事業総括収支計画について申し上げます。事業

収入の販売事業が2,430万円、受託事業及び指定管理事業が１億3,348万8,172円、事業収入

を合計いたしまして１億5,778万8,172円、事業支出の販売事業の商品及び原料費が1,220万

円、営業経費及び管理費が680万円、合計1,900万円、受託事業及び指定管理事業の各事業
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所支出経費が１億2,548万8,172円、一般管理経費が800万円、計１億3,348万8,172円、事業

支出を合計いたしまして１億5,248万8,172円、粗利益は530万円でございます。 

 次のページの令和４年５月31日現在の株式会社ユーエム役員名簿につきましては、御覧

おきを願います。 

 以上で報告を終わらせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 これで報告第１号を終わります。 

 

    ◎日程第７ 報告第２号 

〇田村議長 日程第７、報告第２号 令和３年度浦幌町一般会計繰越明許費繰越計算につ

いてを議題といたします。 

 提出者からの報告を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案書の９ページを御覧願います。報告第２号 令和３年度浦幌町一

般会計繰越明許費繰越計算について。 

 地方自治法施行令第146条第２項の規定により、令和３年度浦幌町一般会計の繰越明許費

繰越計算について、次のとおり報告する。 

 令和４年６月６日提出、浦幌町長。 

 次のページを御覧願います。令和３年度浦幌町一般会計繰越明許費繰越計算書。２款総

務費、３項戸籍住民登録費、事業名、社会保障・税番号制度システム整備事業、金額264万

円、翌年度繰越額264万円、財源内訳につきましては全額国、道支出金でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、事業名、子育て世帯等臨時特別支援事業（住民税非課税

世帯等臨時特別給付金）、金額7,890万円、翌年度繰越額2,717万5,000円、財源内訳につき

ましては全額国、道支出金でございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、事業名、栄穂地区水利施設等保全高度化事業、金額

1,662万6,000円、翌年度繰越額578万円、財源内訳につきましては国、道支出金249万円、

その他、これは受益者負担金になりますが、255万円、一般財源74万円でございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、事業名、恩根内地区水利施設等保全高度化事業、金額

1,907万4,000円、翌年度繰越額680万円、財源内訳につきましては国、道支出金294万円、

その他、受益者負担金が300万円、一般財源86万円でございます。 

 合計につきましては、金額１億1,724万円、翌年度繰越額4,239万5,000円、財源内訳につ

きましては国、道支出金3,524万5,000円、その他555万円、一般財源160万円でございます。 

 これら全て令和４年第１回町議会定例会におきまして議決を賜りました繰越明許費補正

の内容でございます。 
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 以上で報告を終わらせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 これで報告第２号を終わります。 

 

    ◎日程第８ 報告第３号 

〇田村議長 日程第８、報告第３号 浦幌町国民保護計画の変更についてを議題といたし

ます。 

 提出者からの報告を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案書の11ページを御覧願います。報告第３号 浦幌町国民保護計画

の変更について。 

 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第35条第８項の規定にお

いて準用する同条第６項の規定により、浦幌町国民保護計画を別冊のとおり変更したので

報告する。 

 令和４年６月６日提出、浦幌町長。 

 変更後の計画書につきましては別冊のとおりとなっておりますが、変更の趣旨及び内容

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１ページを御覧願い

ます。１、変更の趣旨でございますが、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置

に関する法律、いわゆる国民保護法では、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生

命、身体及び財産を保護し、並びに武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小

となるようにすることの重要性に鑑み、国、地方公共団体等の責務等について規定してお

り、同法におきまして、市町村長は都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の

保護に関する計画を作成しなければならないと規定されており、本町では平成19年３月に

浦幌町国民保護計画を策定しております。今般、国の基本指針変更、それに基づく北海道

の計画変更などを踏まえまして、浦幌町国民保護計画の変更を行ったものでございます。

なお、浦幌町国民保護計画の変更に当たりましては、北海道知事との協議、浦幌町国民保

護協議会の承認を得ているものでございます。 

 ２、変更の内容でございますが、国の基本指針の改定を理由とするものとしましては、

変更番号①の国との通信体制として緊急情報ネットワークシステム、全国瞬時警報システ

ムの活用の追加のほか、②から⑥の５項目、北海道国民保護計画の改定を理由とするもの

としましては、⑦の文言の改定、具体的には死体を遺体に、非常通信協議会を北海道地方

非常通信協議会に改定するほか、⑧及び⑨の２項目、組織機構改革に伴います名称の変更、

統計の修正、文言の整理など軽微な変更としましては、⑩の関係町及び消防機関の追加の

ほか、⑪から⑲の９項目、その他の改定としましては⑳の準用箇所の改定等を行っており
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ます。なお、表に記載のページにつきましては、別冊の計画書に対応するページでござい

ます。 

 また、新旧対照表につきましては説明資料３ページから17ページに記載しておりますの

で、ご参照願います。 

 以上で報告を終わらせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 今回浦幌町国民保護計画、立派な冊子です。見させていただきました。何点

かご質問させていただきたいのですが、計画書１ページ、下のほうの２、町国民保護計画

の構成として、第５編の下に資料編というのがございます。私が手にしているのは第５編

で止まっているのですが、資料編というのは別途あるのかどうか。 

 もう一つ、２点目です。この計画書を見させていただいたのですが、何点か誤字等が見

受けられます。例えば51ページ、（５）避難実施要領の内容の伝達等で下から３行目、後ろ

部分の町の区域を管轄する消防、その後に空白がございます。その下にも、その他の関係

機関の後に空白等がございます。あと、そのほかにもぱらぱらと誤字等が見受けられるの

ですが、この計画書というのは業者等に委託されて作られたものなのかどうか。もしそう

であるのであれば、きちんと業者等に訂正等をお願いすべきではないのかなと思いますが、

その点どうお考えでしょうか。 

 あと、３点目、今回国民保護計画を作成するに当たっては情報開示が非常に大事である

と考えます。昨日も北朝鮮のほうから弾道ミサイル攻撃というニュースが流れてきている

のですが、こういうニュースに関しては全て町のほうに伝達があるのでしょうか、それと

も浦幌町に関係ない部分に関しては特に情報伝達がなくて、浦幌町に関係する部分だけ国

から情報が上がってきて、それを町民のほうに伝達するという仕組みなのでしょうか。 

 その点３点お願いできますか。 

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、まず資料編についてでございますが、

資料編ということであることにはなっておりますが、実際には資料等ついているものがあ

りませんので、こちらのほうには添付をしていないというものでございます。申し訳ござ

いません。 

 それと、誤字の関係でございますが、この計画書は委託ではなく自前で作成をしており

ます。ですから、我々も点検はしているのですけれども、どうしてもこのような間違い等

発見される部分がありますので、もし何かほかにも分かる部分があれば、お教えいただけ

れば修正等いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 あと最後に、ミサイル発射等の情報ということでございますが、これにつきましてはミ

サイル等が発射された後に、テレビとかでも通常ニュース速報で流れていると思いますが、
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その後に国のほうからファクスでこういった情報がありましたというものだけは届いてお

りますけれども、それのみでございまして、我々が周知しているものもテレビ等で皆さん

が承知しているものと同じぐらいのタイミングで同じようにファクスが届くというもので

ございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 ありがとうございます。確認なのですが、そうすると町は町民より早く情報

を入手するわけではないのですね。 

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、普通の方がテレビで承知するのと同じ

タイミングですので、町が先に情報を入手するといったことはございません。 

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。 

 これで報告第３号を終わります。 

 

    ◎日程第９ 承認第４号 

〇田村議長 日程第９、承認第４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。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 議案書の12ページを御覧願います。承認第４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４年６月６日提出、浦幌町長。 

 次のページを御覧願います。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４年５月17日、浦幌町長。 

 記、令和４年度浦幌町町有林野特別会計補正予算、次のとおり。 

 次のページを御覧願います。あわせまして、説明資料につきましては18ページを御覧願

います。令和４年度浦幌町町有林野特別会計補正予算。 

 令和４年度浦幌町の町有林野特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ105万8,000円を追加し、歳入歳出の総
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額を歳入歳出それぞれ１億3,783万2,000円とする。 

 第２項 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。 

 15ページ、第１表、歳入歳出予算補正並びに16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。 

 17ページを御覧願います。２、歳入、３款繰入金、２項１目基金繰入金105万8,000円を

追加し、2,273万1,000円。 

 ３、歳出、５款１項１目前年度繰上げ充用金105万8,000円を追加し、105万8,000円、前

年度繰上げ充用金の追加でございます。 

 このたびの補正につきましては、令和３年度浦幌町町有林野特別会計におきまして歳入

における造林補助金が予算額を下回ったことにより、決算において歳出総額が歳入総額を

超過することが明らかとなったことから、令和３年度会計出納整理期間内に令和４年度浦

幌町町有林野特別会計において前年度繰上げ充用金を計上し、これを補填するため、追加

補正したものでございます。 

 町有林野特別会計の予算執行管理におきましてこのたびのような事態を招いてしまった

ことに対し、深く反省し、おわびを申し上げますとともに、二度とこのような事態を引き

起こすことのないよう、予算管理を徹底し、適正な事務執行に努めてまいります。このた

びは大変申し訳ございませんでした。 

 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。 

 これより承認第４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 起立全員であります。 

 よって、本案は承認することに決定されました。 

 

    ◎日程第１０ 議案第３２号～日程第１２ 議案第３４号 

〇田村議長 ここでお諮りをいたします。 

 日程第10、議案第32号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について、日程第11、議

案第33号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、日程第12、議案第34号 北

海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についての３議案は、提案理由が同一の
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案件であることから一括議題として審議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、日程第10、議案第32号、日程第11、議案第33号、日程第12、議案第34号の３件

を一括して審議することに決定をいたしました。 

 ただいま一括議題とした案件について提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案第32号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について、議案第

33号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、議案第34号 北海道町村議会

議員公務災害補償等組合規約の変更について、３件一括して説明をさせていただきます。 

 議案書の18ページを御覧願います。議案第32号 北海道市町村総合事務組合規約の変更

について。 

 地方自治法第286条第１項の規定により、北海道市町村総合事務組合規約を次のように変

更する。 

 令和４年６月６日提出、浦幌町長。 

 次のページを御覧願います。北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約。 

 北海道市町村総合事務組合規約（平成31年２月22日市町村第1877号指令）の一部を次の

ように変更する。 

 以下、条文の朗読は省略させていただきます。 

 続きまして、議案書の20ページを御覧願います。議案第33号 北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更について。 

 地方自治法第286条第１項の規定により、北海道市町村職員退職手当組合規約を次のよう

に変更する。 

 令和４年６月６日提出、浦幌町長。 

 次のページを御覧願います。北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約。 

 北海道市町村職員退職手当組合規約（昭和32年１月23日32地第175号指令許可）の一部を

次のように変更する。 

 以下、条文の朗読は省略させていただきます。 

 続きまして、議案書21ページを御覧願います。議案第34号 北海道町村議会議員公務災

害補償等組合規約の変更について。 

 地方自治法第286条第１項の規定により、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約を

次のように変更する。 

 令和４年６月６日提出、浦幌町長。 

 次のページを御覧願います。北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更

する規約。 

 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約（昭和43年５月１日地方第722号指令許可）
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の一部を次のように変更する。 

 以下、条文の朗読は省略し、説明資料をもって説明をさせていただきます。 

 説明資料の19ページを御覧願います。１、変更の理由でございますが、上川中部福祉事

務組合の加入に伴い、関係規約を改正するものでございます。 

 ２、変更の内容でございますが、北海道市町村総合事務組合規約につきましては別表第

１及び別表第２の改正、北海道市町村職員退職手当組合規約につきましては別表（２）一

部事務組合及び広域連合の表の改正、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約につき

ましては別表第１の改正で、それぞれ上川中部福祉事務組合を表に加えるものでございま

す。 

 ３の施行期日につきましては、地方自治法第286条第１項の規定により、北海道市町村職

員退職手当組合規約及び北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約につきましては総務

大臣の許可の日から、北海道市町村総合事務組合規約につきましては北海道知事の許可の

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20ページから22ページに記載しておりますの

で、ご参照願います。 

 以上で議案第32号から第34号までの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。 

 これより一括議題とした議案第32号、第33号、第34号の３件を一括して採決をいたしま

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 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時５２分 休憩 

午前１１時０４分 再開 



 － 17 － 

 

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１３ 議案第３５号 

〇田村議長 日程第13、議案第35号 令和４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ページを御覧願います。あわせまして、説明資料

23ページを御覧願います。議案第35号 令和４年度浦幌町一般会計補正予算。 

 令和４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9,398万4,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ70億8,161万2,000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。 

 （地方債の補正） 

 第２条 地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

 令和４年６月６日提出、浦幌町長。 

 ２ページから４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。 

 ５ページを御覧願います。第２表、地方債補正、変更でございます。起債の目的、過疎

対策事業、補正前限度額３億4,590万円、補正後限度額４億6,650万円。内容につきまして

は、移住・交流・若者の定住促進対策事業、補正前限度額600万円、補正後限度額620万円、

これは過疎ソフト分の限度額引上げに伴います追加でございます。道路建設補助事業、補

正前限度額１億7,090万円、補正後限度額２億8,070万円、橋梁長寿命化修繕事業、補正前

限度額3,090万円、補正後限度額3,210万円、これらは国の交付金が当初予定どおりの配分

を得られなかったことから、地方債を追加し、事業を実施するものでございます。高機能

消防指令システム更新事業、補正前限度額ゼロ円、補正後限度額940万円。緊急防災・減災

対策事業、補正前限度額4,330万円、補正後限度額3,390万円。内容につきましては、高機

能消防指令システム及び消防緊急デジタル無線機器更新事業、補正前限度額1,830万円、補

正後限度額ゼロ円、消防救急デジタル無線機器更新事業、補正前限度額ゼロ円、補正後限

度額890万円、この部分につきましては高機能消防指令システム及び消防緊急デジタル無線

機器更新事業1,830万円のうち、高機能消防指令システム更新部分が緊急防災・減災対策事

業の対象とならないこととされたため、高機能消防指令システム更新事業940万円は過疎対
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策事業に、消防救急デジタル無線機器更新事業890万円は当初予定どおり緊急防災・減災事

業債とするため、組み替えるものでございます。計、補正前限度額５億3,720万円、補正後

限度額６億4,840万円。なお、補正後の起債の方法、利率、償還の方法につきましては変更

はございません。 

 ６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。 

 ７ページを御覧願います。２、歳入、14款国庫支出金、１項国庫負担金、２目衛生費国

庫負担金753万8,000円を追加し、1,399万4,000円、内容につきましては説明資料27ページ

に記載のとおり、新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金を追加するものでご

ざいます。 

 ２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金4,275万5,000円を追加し、１億5,634万8,000円、

内容につきましては説明資料23ページに記載のとおり、新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金を追加するものでございます。 

 ３目衛生費国庫補助金429万8,000円を追加し、1,509万3,000円、内容につきましては説

明資料27ページに記載のとおり、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金

を追加するものでございます。 

 ４目土木費国庫補助金１億1,102万5,000円を減額し、１億9,631万3,000円、内容につき

ましては説明資料23ページに記載のとおり、社会資本整備総合交付金及び道路メンテナン

ス事業補助金を減額するものでございます。 

 ５目教育費国庫補助金80万円を追加し、96万8,000円、内容につきましては説明資料31ペ

ージに記載のとおり、学校保健特別対策事業費補助金を追加するものでございます。 

 15款道支出金、２項道補助金、４目農林水産業費道補助金2,808万2,000円を追加し、１

億6,755万7,000円、内容につきましては説明資料28ページから29ページに記載のとおり、

農地利用効率化等支援交付金並びに持続的畑作生産体系確立緊急対策事業補助金を追加す

るものでございます。 

 ３項委託金、１目総務費委託金25万3,000円を追加し、1,437万9,000円、内容につきまし

ては説明資料26ページに記載のとおり、参議院議員選挙費委託金を追加するものでござい

ます。 

 18款繰入金、２項１目基金繰入金899万4,000円を追加し、４億7,507万9,000円、内容に

つきましては財政調整基金繰入金の減額並びに説明資料25ページ、29ページ及び30ページ

に記載のとおり、ふるさとづくり基金繰入金を追加するものでございます。 

 ８ページを御覧願います。20款諸収入、４項受託事業収入、３目農業費受託事業収入20万

3,000円を追加し、90万3,000円、内容につきましては説明資料24ページに記載のとおり、

農業者年金基金受託事業収入を追加するものでございます。 

 ５項雑入、２目過年度収入88万6,000円を追加し、89万6,000円、内容につきましては説

明資料32ページに記載のとおり、過年度収入を追加するものでございます。 
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 21款１項町債、１目総務債20万円を追加し、１億1,570万円、内容につきましては移住・

交流・若者の定住促進対策事業債を追加するものでございます。 

 ５目土木債１億1,100万円を追加し、３億8,080万円、内容につきましては説明資料23ペ

ージに記載のとおり、道路建設補助事業債及び橋梁長寿命化修繕事業債を追加するもので

ございます。 

 ９ページを御覧願います。３、歳出でございますが、初めに人件費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、本年度新規採用者の給与等確定によ

る変更、４月１日付人事異動に伴います科目間変更、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869万9,000円の減額、

３節職員手当等で462万3,000円の減額、４節共済費で494万6,000円の減額、合計で1,826万

8,000円の減額となります。 

 １款１項１目議会費434万1,000円を減額し、7,935万7,000円、人件費の補正でございま

す。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費518万1,000円を減額し、３億1,047万

6,000円、人件費の補正でございます。 

 ５目財産管理費1,080万円を追加し、1,886万9,000円、内容につきましては説明資料24ペ

ージに記載のとおり、公共施設の手洗い場を自動水栓化するための費用を追加するもので

ございます。事業の詳細につきましては、38ページの施策等調書に記載のとおりでござい

ます。 

 ７目企画費385万6,000円を追加し、１億838万1,000円、内容につきましては説明資料24ペ

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

 10ページを御覧願います。10目生活安全推進費22万1,000円を追加し、6,848万8,000円、

内容につきましては池田地区防犯協会負担金を追加するものでございます。 

 13目諸費209万3,000円を追加し、4,907万9,000円、内容につきましては説明資料25ペー

ジに記載のとおり、コミュニティバス事業周知用パンフレットの印刷製本費、地域会館の

修繕料及び通学生特急定期券購入費補助金を追加するものでございます。通学生特急定期

券購入補助事業の詳細につきましては、説明資料39ページの政策等調書に記載のとおり、

通学用定期券の購入に要した費用のうち、特急利用区間に係る加算分を補助するものでご

ざいます。 

 ２項徴税費、１目税務総務費455万7,000円を追加し、3,302万2,000円。 

 ３項１目戸籍住民登録費101万7,000円を減額し、2,440万8,000円。 

 ４項選挙費、１目選挙管理委員会費37万5,000円を追加し、1,020万1,000円。 

 これらは、全て人件費の補正でございます。 

 ２目参議院議員選挙費25万3,000円を追加し、771万6,000円、内容につきましては説明資

料26ページに記載のとおり、投票立会人報酬及び工事請負費を追加するものでございます。 

 ６項統計調査費、１目統計調査総務費431万円を追加し、1,777万円、内容につきまして
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は人件費の補正でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費23万円を減額し、３億4,497万2,000円、

内容につきましては人件費の補正及び国民健康保険事業特別会計繰出金を減額するもので

ございます。 

 12ページを御覧願います。７目後期高齢者医療費２万5,000円を追加し、9,607万7,000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追加するものでございます。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費23万1,000円を減額し、3,257万3,000円。 

 ４目へき地保育所運営費25万1,000円を追加し、2,851万1,000円。 

 これらは、全て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94万円を追加し、２億1,978万2,000円、内容につ

きましては説明資料26ページに記載のとおり、令和４年２月21日に受けた指定寄附に伴い

ます高齢者在宅福祉支援事業に係る備品購入費及び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317万9,000円を減額し、２億1,793万6,000円、内容につきましては人

件費の補正でございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費170万円を減額し、２億4,425万円、

内容につきましては人件費の補正及び簡易水道特別会計繰出金を追加するものでございま

す。 

 ２目予防費1,183万7,000円を追加し、4,147万4,000円、内容につきましては説明資料26ペ

ージから27ページに記載のとおり、新型コロナウイルスワクチンの４回目追加接種を実施

するための費用を追加するものでございます。 

 14ページを御覧願います。３目環境衛生費781万6,000円を減額し、3,749万7,000円、内

容につきましては個別排水処理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266万9,000円を減額し、１億3,439万1,000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。 

 ５款労働費、１項１目労働諸費480万円を追加し、2,492万3,000円、内容につきましては

説明資料27ページに記載のとおり、雇用促進事業補助金を追加するものでございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費102万4,000円を追加し、2,764万

8,000円。 

 ２目農業総務費491万円を減額し、3,477万9,000円。 

 これらは、人件費の補正でございます。 

 ３目農業振興費2,808万2,000円を追加し、8,673万1,000円、内容につきましては説明資

料28ページから29ページに記載のとおり、農地利用効率化等支援交付金並びに持続的畑作

生産体系確立緊急対策事業補助金を追加するものでございます。 

 ９目地籍調査費29万8,000円を追加し、6,014万5,000円、内容につきましては人件費の補

正でございます。 
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 ２項林業費、１目林業総務費44万6,000円を追加し、2,326万円、人件費の補正でござい

ます。 

 16ページを御覧願います。３項水産業費、２目水産業振興費269万7,000円を追加し、

1,724万円、内容につきましては説明資料29ページに記載のとおり、赤潮被害に対するふる

さと納税として北海道が受け付けたもののうち、本町に納付されたものを大津漁業協同組

合へ交付するため、赤潮対策事業交付金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3,816万8,000円を追加し、２億3,913万4,000円、内容

につきましては人件費の補正のほか、説明資料29ページから30ページに記載のとおり、コ

スミックホール照明機器等改修事業負担金及び新規創業等促進補助金を追加するものでご

ざいます。コスミックホール照明機器等改修事業の詳細につきましては、説明資料40ペー

ジの政策等調書に記載のとおりでございます。 

 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費404万9,000円を追加し、3,659万3,000円、

人件費の補正でございます。 

 ２項道路橋梁費、３目道路建設補助事業費、これにつきましては財源内訳のみの補正で

ございます。 

 ４項都市計画費、２目公共下水道費100万5,000円を減額し、9,562万4,000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。 

 ９款１項消防費、１目常備消防費380万円を追加し、１億9,768万円、内容につきまして

は説明資料30ページに記載のとおり、消防庁舎の耐震診断委託料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106万3,000円を減額し、5,230万4,000円、

内容につきましては人件費の補正でございます。 

 18ページを御覧願います。２項小学校費、５目学校保健費160万円を追加し、437万

3,000円、内容につきましては説明資料30ページから31ページに記載のとおり、感染対策に

係る消耗品費及び備品購入費を追加するものでございます。 

 ３項中学校費、４目スクールバス管理費21万1,000円を追加し、5,477万5,000円、内容に

つきましては説明資料31ページに記載のとおり、スクールバス車庫の洗車用給湯器更新に

係る費用を追加するものでございます。 

 ４項社会教育費、１目社会教育総務費876万5,000円を減額し、3,818万4,000円、人件費

の補正でございます。 

 ２目公民館運営費158万1,000円を追加し、4,831万7,000円、内容につきましては説明資

料31ページに記載のとおり、会計年度任用職員報酬及び期末手当の追加並びに令和４年３

月31日に受けました指定寄附に伴う会議用椅子及び収納台車の購入に要する費用を追加す

るものでございます。 

 ７目図書館管理費209万9,000円を追加し、5,250万5,000円、内容につきましては説明資

料31ページから32ページに記載のとおり、図書館司書の欠員に伴う代替職員として採用す
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る会計年度任用職員に係る報酬及び期末手当を追加するものでございます。 

 ５項保健体育費、１目社会体育総務費61万1,000円を追加し、1,197万4,000円。 

 ３目給食センター管理費23万円を追加し、7,749万3,000円。 

 これらは、いずれも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687万7,000円を追加し、689万7,000円、内容につ

きましては説明資料32ページに記載のとおり、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保

事業費国庫補助金返還金並びに子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金返還金を追加する

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。 

 10番、森議員。 

〇森議員 説明資料28ページ、農業に関連することになりますけれども、最近の報道によ

りますと戦争で世界情勢が非常に悪化しております。それに伴いまして、輸入される燃油、

また石油製品が非常に高騰していることであります。中でも、これも報道されていますけ

れども、畑に使う肥料、これが100％を超える大幅な値上げということで、農協さんからも

組合員に周知をかけていることでもございます。今農協さん、農民連盟さんのほうから意

見書が来ておりますけれども、この辺の肥料高騰に係る購入支援ということで、町長、国

や道へ要請ということは行政からもお願いできないことなのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 今議員ご指摘のとおり、飼肥料関係、エネルギー関係もそうですけれども、

大変な情勢の中で高騰を続けているという状況であります。先日も北海道町村会でそれぞ

れ関係団体、関係省庁に陳情に行ってまいりました。今状況の中で、北海道だけではなく

全国的にこういう状況でありますから、当然新たな補正予算の中でいろんな部分で経済対

策をしっかり打ってもらいたいということで、先日行ってまいりました。国としても当然

この状況についてはしっかり対策を打っていきたいと、参議院選後に新たな補正予算の大

きな予算をつくるという状況も考えているというような返答もありまして、そういう面で

の経済対策は今後国として打っていきたいということの返答をいただいたところでありま

す。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 補正予算書の17ページの消防費、常備消防費について、現在の消防庁舎、昭

和53年に建設された。緊急車両の大型化による狭隘化ということで、老朽化もそういう中

に入っているということですが、その下に消防庁舎の移転改築計画に伴いということなの

ですが、移転改築はどこに移転されるのかお伺いしたいというのと、あと昭和53年に建築

された建物ということで、ここの役場庁舎は45年ですが、それよりずっと新しいものです。

公民館についても48年ですから、そこよりも新しい建物です。狭隘というか、狭いという
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ことなのですが、その辺についてはある程度車両が大きくなれば増築も含めて考えていけ

るのかなと私は思うのですが、その辺についてお願いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件でございますが、まちづくり計画の前期計画の最終年度

であります令和７年度に消防庁舎改築の基本、実施設計を計上しているところでありまし

て、その予定でいきますとその翌年度である８年度に改築予定しているところであります。

消防庁舎の改築の財源につきましては、まちづくり計画策定時には未定でありましたが、

令和２年度までの時限措置でありました緊急防災・減災事業債が令和７年度まで延長され

ております。耐震基準を満たしていない消防庁舎の改築等を行う場合は、財源として緊急

防災事業債の活用が可能であるところであります。そのため、緊急防災・減災事業債を活

用して消防庁舎の改築等を実施するには少なくとも計画を１年前倒して実施をしなければ

なりません。消防庁舎は、今お話ありましたように昭和63年に建設されたものでありまし

て、新耐震基準以前の建物であります。そのため、耐震診断を実施しまして、その結果を

もって今後の方針等を決定するため、今般補正予算を計上しているものであります。耐震

基準を満たしている場合には当然現庁舎を使用していくことになりますが、満たしていな

い場合には耐震補強なり改築が必要となるということで、その場所等も特に決まっている

わけではございませんが、いずれにしましても耐震診断をして、そういったものの方向性

を決めるために今般補正予算計上するものでございますので、ご理解のほどよろしくお願

いいたします。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 分かりました。ただ、この建物、浦幌町に今公共施設の空き家になっている

建物いっぱいあります。しらかば保育園もそうですし、高齢者活動センターもそうです。

高齢者活動センターについては、屋根も真っ赤になって、維持管理できないような状態に

なっています。消防庁舎をもしそういうことで移転するということになったら、また空き

家になるのだろうと。ある程度ほかの建物も、私一般質問もしていますが、高齢者センタ

ーのところはキノコのあれだけ大きい栽培の建物２棟あります。それから、山の上の環境

改善センターもあります。その辺何も手つけないで、また移転改築だということで、もっ

と真剣に考えていただきたいなと思いますが、その辺についてお伺いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇山本副町長 ただいま消防庁舎の耐震診断の予算の計上の関係で、そのほかの現在の町

の遊休施設の関係で安藤議員から確認があったわけなのですけれども、農村環境改善セン

ターにつきましても、それからしらかば保育園につきましても庁舎の職員の中ではいろい

ろ新たな活動とか利用については審議行っているところなのですけれども、いいものとい

うか、次の計画の利用については煮詰まっていないのが状況であります。また、今ご指摘
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のありました部分についてもまだまだ詰まっていない部分がございますけれども、今後い

ろいろな面で職員からもアイデアを聴取しながら、きちんと説明できるような形を改めて

調整したいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 16ページの商工振興ということで若干お聞きしたいと思います。 

 この中に新規事業の補助金ということでふるさとづくり基金のほうから800万円という

金が出ていて、その前に500万円というのがあったのですけれども、この内容についてどの

ように承知して、どのような形の中で新規事業が行われるのか、若干のご説明をお願いし

たいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 商工費の中の新規創業等促進事業、これに対する今回の補正の内容であ

りますが、当初予算といたしまして、こちらの新規創業等促進事業のメニューといたしま

して、新たに事業を起こす方の新規創業等促進補助金、それと事業を起こされてから３年

度内に事業を促進していくために支援をするという事業化支援事業、こちらと２つのメニ

ューで構成されている事業でございます。今回補正をさせていただいておりますのは、当

初予算１件、上限額500万円というところで500万円の補助金を予算化していたところ、新

年度に入りまして合計３件の方から事業を行ってまいりたいという申出がございまして、

それに対応するために今回補正を計上させていただいている内容でございます。今回新規

の創業支援の方につきまして１件、プラス新規創業支援の中には既に業務を行っておりま

して第二創業という新たな事業に挑戦といいますか、新たな事業を構築していくと、そう

いった事業も対象になってございまして、その３件の申出がありましたので、それに対応

するための補正予算、追加分として計上させていただいております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 新規と追加ということで理解はするのですけれども、追加する場合において、

ここまできた実績とかなんとかは課のほうでちゃんと把握された中で次の追加が行われる

ということで間違いないですね。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 実績といたしましては、この事業につきましては平成28年度から行って

いる事業でございまして、各年度ごと事業実績は我々のほうで把握はしてございます。参

考までに、令和３年度、昨年度につきましては新規創業が３事業者、第二創業につきまし

ても３事業者、計６事業者が新たな事業展開を開始しているという内容でございます。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 現在６事業者が創業、もしくはこれから動いていこうとする中で、僕たちも
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新しく見守っていかなければならない部分だろうとは思いますけれども、できれば若干の

報告をいただきながら次の事業に進んでいただければ安心して僕らも見ていけるのかなと

いう思いもありますので、若干聞いてみました。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 新しくこの事業によりまして創業された方、その創業以降、我々も新た

に創業された方を見守っていこうという体制を取ってございます。この新規促進事業の補

助金の交付に当たりましては、商工会と金融機関と町と３者による審査会を経て交付決定

をする。そういう審査会の場面を設けてございます。その中のご意見等もございまして、

創業から３年間程度につきましては決算報告等をいただきまして、その都度事業がスムー

ズに展開していけるような方策といたしまして進展していけるようにサポートしてまいり

たい。そういった考えを持ってこの事業に取り組んでいる内容でございます。 

 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35号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１４ 議案第３６号 

〇田村議長 日程第14、議案第36号 令和４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、別冊の補正予算書21ページを御覧願います。議案第36号 令

和４年度浦幌町町有林野特別会計補正予算。 

 令和４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。 

 （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７万8,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ１億3,791万円とする。 
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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４年６月６日提出、浦幌町長。 

 このたびの補正につきましては人件費の補正のみでございまして、次のページ以降に記

載のとおりとなってございます。 

 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をいたします。 

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36号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１５ 議案第３７号 

〇田村議長 日程第15、議案第37号 令和４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。 

〇河合町民課長 別冊の補正予算書は25ページをお開き願います。議案第37号 令和４年

度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算。 

 令和４年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計補正予算（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149万9,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ６億5,108万4,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和４年６月６日提出、浦幌町長。 

 26ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに27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。 

 28ページを御覧願います。あわせまして、説明資料は33ページをお開き願います。２、
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歳入、３款道支出金、１項道補助金、１目保険給付費等交付金64万9,000円を追加し、３億

9,897万5,000円、内容につきましては説明資料に記載のとおり、新型コロナウイルス感染

症に感染、または感染が疑われる被用者に傷病手当金を支給するための保険給付費等交付

金を追加するものです。 

 ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、214万8,000円を減額し、6,486万

7,000円、内容につきましては人事異動に伴う職員給与費等繰入金を減額するものでござい

ます。 

 29ページを御覧願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費214万

8,000円を減額し、2,585万3,000円、内容につきましては人事異動に伴う人件費の補正でご

ざいます。 

 ２款保険給付費、１項保険給付費、６目傷病手当金64万9,000円を追加し、64万9,000円、

内容につきましては説明資料に記載のとおり、傷病手当の支給に対する財政支援の適用期

間が延長されたことから、新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われる被用

者に傷病手当金を支給するための経費を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37号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１６ 議案第３８号 

〇田村議長 日程第16、議案第38号 令和４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。 

〇河合町民課長 別冊の補正予算書は30ページをお開き願います。議案第38号 令和４年

度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算。 

 令和４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。 
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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２万5,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ9,537万9,000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。 

 令和４年６月６日提出、浦幌町長。 

 このたびの補正予算につきましては人件費のみの補正で、次ページ以降に記載のとおり

でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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38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１７ 議案第３９号 

〇田村議長 日程第17、議案第39号 令和４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。 

〇河合町民課長 別冊の補正予算書は34ページをお開き願います。議案第39号 令和４年

度浦幌町介護保険特別会計補正予算。 

 令和４年度浦幌町の介護保険特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ534万5,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ７億2,581万4,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和４年６月６日提出、浦幌町長。 

 35ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに36ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、
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１、総括は、説明を省略させていただきます。 

 37ページを御覧願います。あわせまして、説明資料は34ページをお開き願います。２、

歳入、２款国庫支出金、２項国庫補助金、５目介護保険事業費補助金22万円を追加し、22万

円、内容につきましては説明資料に記載のとおり、特定個人情報データ標準レイアウト改

版に伴うシステム改修業務に対する介護保険事業費補助金を追加するものです。 

 ６目災害等臨時特例補助金６万円を追加し、６万円、内容につきましては説明資料記載

のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る介護

保険料の減免等について、介護保険料の減免に対する財政支援が延長されることから、災

害等臨時特例補助金を追加するものです。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金84万円を追加し、１億3,606万

8,000円、内容につきましては人事異動に伴う職員給与費等繰入金及び説明資料記載のとお

り、特定個人情報データ標準レイアウト改版に伴うシステム改修業務する事務費繰入金を

追加す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422万5,000円を追加し、2,726万4,000円、

内容につきましては説明資料記載のとおり、介護保険料の減免に対する国の財政支援が延

長されること並びに人事異動に伴う人件費の補正でございます。 

 38ページを御覧願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費106万

円を追加し、1,960万円、内容につきましては説明資料記載のとおり、特定個人情報データ

標準レイアウト改版に伴うシステム改修業務に対する委託料並びに人事異動に伴う人件費

の補正でございます。 

 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につきまし

ては、財源内訳のみの補正でございます。 

 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

456万7,000円を追加し、2,384万2,000円並びに補正予算書39ページ、３目認知症総合支援

事業費28万2,000円を減額し、505万5,000円、これらいずれも人事異動に伴う人件費の補正

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39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１８ 議案第４０号 

〇田村議長 日程第18、議案第40号 令和４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。 

〇鈴木診療所事務長 別冊、議案書40ページをお開き願います。あわせまして、説明資料

35ページを御覧願います。議案第40号 令和４年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予

算。 

 令和４年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ486万9,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ３億3,038万2,000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。 

 令和４年６月６日提出、浦幌町長。 

 41ページを御覧願います。第１表、歳入歳出予算補正及び42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。 

 43ページを御覧願います。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266万9,000円を減額し、１億2,386万2,000円、一般会計繰入金減額の内容でございま

す。 

 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入753万8,000円を追加し、１億9,343万7,000円、説明

資料に記載のとおり、新型コロナウイルスワクチン接種の４回目実施に伴い、健康診査収

入を追加するものでございます。 

 44ページをお開き願います。３、歳出、１款１項診療所費、２目医業費486万9,000円を

追加し、２億6,334万2,000円、説明資料に記載のとおり、４回目のワクチン接種実施で追

加となる医師及び看護師報酬及び医薬材料購入費等のほか、人件費を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。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第40号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１９ 議案第４１号 

〇田村議長 日程第19、議案第41号 令和４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。 

〇小笠原施設課長 別冊の補正予算書45ページを御覧願います。あわせまして、説明資料

36ページを御覧願います。議案第41号 令和４年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算。 

 令和４年度浦幌町の公共下水道特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ15万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ２億3,627万円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和４年６月６日提出、浦幌町長。 

 46ページを御覧願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに47ページ、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。 

 48ページを御覧願います。２、歳入、１款分担金及び負担金、２項負担金、１目公共下

水道費負担金115万5,000円を追加し、144万9,000円、内容につきましては説明資料36ペー

ジに記載のとおり、公共下水道への接続に伴う浦幌町都市計画下水道事業受益者１件に係

る公共下水道受益者負担金を追加するものでございます。 

 ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金100万5,000円を減額し、9,562万

4,000円、内容につきましては一般会計からの繰入金を減額するものでございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費15万円を追加し、848万9,000円、

内容につきましては説明資料36ページに記載のとおり、受益者負担金前納報償金１件に係

る報償費を追加するものでございます。 

 ２項施設管理費、１目管渠管理費につきましては、財源内訳のみの補正でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議を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。 
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（「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41号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２０ 議案第４２号 

〇田村議長 日程第20、議案第42号 令和４年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算を

議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小笠原施設課長 別冊の補正予算書49ページを御覧願います。議案第42号 令和４年度

浦幌町個別排水処理特別会計補正予算。 

 令和４年度浦幌町の個別排水処理特別会計補正予算（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781万6,000円を減額し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ5,327万9,000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。 

 令和４年６月６日提出、浦幌町長。 

 このたびの補正予算につきましては人件費のみの補正でございまして、次ページ以降に

記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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42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 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２１ 議案第４３号 

〇田村議長 日程第21、議案第43号 令和４年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小笠原施設課長 別冊の補正予算書53ページを御覧願います。あわせまして、説明資料

37ページを御覧願います。議案第43号 令和４年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算。 

 令和４年度浦幌町の簡易水道特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ72万2,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ４億6,326万8,000円とする。 

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

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和４年６月６日提出、浦幌町長。 

 54ページを御覧願います。第１表、歳入歳出予算補正並びに55ページ、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。 

 56ページを御覧願います。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72万2,000円を追加し、１億6,669万2,000円、内容につきましては一般会計からの繰入

金を追加するものでございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費40万3,000円を追加し、3,664万

6,000円、内容につきましては人事異動に伴う人件費を追加するものでございます。 

 ２目施設管理費31万9,000円を追加し、7,371万9,000円、内容につきましては説明資料

37ページに記載のとおり、浦幌浄水場施設維持管理における高圧洗浄機故障に伴う機器更

新に係る備品購入費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。 
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 これより議案第43号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２２ 諮問第１号 

〇田村議長 日程第22、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて。 

 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の

規定により、議会の意見を求める。 

 令和４年６月６日提出、浦幌町長。 

 記、氏名、小山明美、住所、生年月日は記載のとおりであります。 

 小山明美氏につきましては、人格、識見ともに高く、広く社会の実情に通じておりまし

て、人権擁護委員としての深いご理解のある方でありまして、人権擁護委員の候補者とし

て適格であると認めますので、小山明美氏を人権擁護委員候補者として選任し、法務大臣

に推薦いたしたく、議会の意見を求めるものであります。 

 推薦にご同意いただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

 なお、このたび退任されます出口和枝氏につきましては、長年にわたり人権擁護委員と

して職務を果たしてこられましたことに敬意を表するところであります。 

 以上、説明といたします。 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 本件は、質疑、討論を省略し、直ちに採決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、これより質疑、討論を省略し、採決を行います。 

 本件は、これを適任と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、諮問第１号は適任とすることに決定をいたしました。 

 

    ◎休会の議決 
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〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 お諮りをいたします。明日から６月12日までの６日間、議事の都合により休会とし、６

月13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。 

（「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、明日から６月12日までの６日間、議事の都合により休会とし、６月13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 ０時０８分 


