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開議 午前１０時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は12名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 議事につきましては、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 認定第１号 

〇田村議長 日程第１、認定第１号 平成24年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定につい

てを議題といたします。 

 昨日に引き続き審議を続けます。 

 これより歳入の審議に入ります。 

 初めに、１款町税から10款交通安全対策特別交付金までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 ５ページをお開き願います。決算説明資料につきましては、２ページ

に記載しておりますので、ご参照願います。１款町税、１項町民税、１目個人、収納率で

は現年課税分で98.40％、滞納繰越分といたしましては25.66％、合計では95.54％でござい

ます。平成23年度の決算と比較いたしますと、合計の収納率で0.40％の減であります。収

入済額につきましては、664万947円の増でございます。この主な要因といたしましては、

給与所得の増によるものでございます。収入未済者につきましては、実人員91名の内容で

ございます。不納欠損につきましては、滞納繰越分１名で生活保護受給によるものでござ

います。滞納処分をできる財産がなく、不納欠損としております。 

 ２目法人、法人数148法人に係るものでございます。収納率では現年課税分で99.84％、

滞納繰越分18.61％、合計では98.46％でございます。平成23年度の決算と比較いたします

と、合計の収納率で0.16％の減、収入済額で23万6,100円の減でございます。収入未済者に

つきましては、３法人の内容でございます。 

 １目、２目の収入未済額合計1,031万8,375円のうち、平成25年８月末現在におきまして

112万1,358円を収納しております。収納率につきましては10.87％でございます。 

 ２項１目固定資産税、収納率は現年課税分で98.97％、滞納繰越分12.89％、合計では

97.47％でございます。平成23年度の決算と比較いたしますと、合計の収納率で0.92％の減、

収入済額で2,290万4,450円の減でございます。この主な原因といたしましては、平成24年

度の評価がえによります評価額の減によるものでございます。収入未済者につきましては、

50個人、３法人の内容でございます。不納欠損につきましては、滞納繰越分１法人で会社

倒産によるものでございます。滞納処分をできる財産がなく、不納欠損としております。

収入未済額644万459円のうち、平成25年８月末現在におきまして152万511円を収納してお

ります。収納率につきましては23.61％でございます。 
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 ３項１目軽自動車税、これにつきましては原動機付自転車を初め12種類、3,158台に係る

課税でございます。収納率につきましては、現年度分99.50％、滞納繰越分につきましては

80.95％で、合計で99.42％でございます。平成23年度の決算と比較いたしますと、合計の

収納率で0.15％の減でございますが、軽４輪乗用の増により金額で５万4,159円の増となっ

ております。収入未済者につきましては、実人員10名の内容でございます。収入未済額６

万8,541円のうち、平成25年８月末現在で１万3,600円を収納しております。収納率は

19.84％でございます。 

 ４項１目町たばこ税、収納率は100％でございます。平成23年度の決算と比較いたします

と、収入済額で89万2,188円の増でございます。主な要因といたしましては、健康志向が進

んでおりますが、たばこ消費本数の増によるものでございます。 

 ５項１目入湯税、これは温泉の入湯客２万9,896名に係る税金でございます。収納率は

100％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 総務課長。 

〇鈴木総務課長 続きまして、２款地方譲与税、１項１目地方揮発油譲与税から７ページ

の10款１項１目交通安全対策特別交付金までにつきましては、成果報告書の中で申し上げ

ておりますので、９款１項１目地方交付税を除き、説明は省略させていただきます。なお、

これらの目につきましては、発生した金額が即収入済みとなっておりますので、収入未済

額は発生してございません。 

 ６ページに戻りまして、９款１項１目地方交付税、当初予算額に対しまして３億7,731万

7,000円を補正してございますが、国の補正予算に伴う調整率の増によるもので、平成23年

度実績額との比較では２億435万5,000円の増となっております。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 町税全般とか、これ給食費だとかそういうのにもかかわってくるものだと思

いますけれども、滞納の関係で、議会活性化の検討項目でも専決処分についてということ

で執行機関との協議をしたところでございますが、その際に執行機関側のほうから現在債

権条例の制定に向けて検討しているということがございました。また、財政改革プランの

中で私債権管理条例制定が平成25年度となっております。その辺の進捗状況をお聞きした

いと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長補佐。 

〇菅原町民課長補佐 それでは、私のほうからご返答させていただきたいと思います。 

 今の安藤議員の質問ですけれども、債権管理条例、債権にかかわる債権管理条例の進捗

状況ということでよろしいかと思いますけれども、現在滞納プロジェクトという庁舎内に
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おける債権の管理をしていますプロジェクトがありまして、その中で債権管理条例、それ

と私債権を含む他の債権についてどうするかということで部会を設けさせていただいてお

ります。その中で、現在債権管理条例のたたき台を部会のほうで詰めながら進行している

状態ですので、これがいつの段階で議会にお諮りできるかということを滞納プロジェクト

の本体のほうと検討しながらやっていきますので、もうしばらく時間いただけたらと思っ

ていますけれども、進めてはおりますので、ご理解いただきたいと思います。お願いしま

す。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 進めているのはよくわかりますが、大体のおおよそのいつごろかというのは

わからないでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 課長補佐。 

〇菅原町民課長補佐 それでは、いつごろかということなのですけれども、理想としては

年度内とは思っておりますけれども、ここでどのような進捗で詰めていけるかというとこ

ろなものですから、まだ少し勉強しなければいけない、詰めなければならないところがあ

りますので、部会で決めて、その後滞納プロジェクトのほうに持っていって審議していた

だこうと思っていますので、はっきりと何月の議会にお諮りできるかということは今はち

ょっと未定の段階です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 先日ホームページを見ていました。皆さんの町の声というところで福祉セン

ターの喫煙のことが出ておりました。町民、子どもからお年寄りまで出入りする福祉セン

ターにすぐ正面の右側のところに喫煙室があるので、入ったらすぐ煙というか、たばこの

においがするということの投書だったと思います。それで、町の答えは、各関係団体と話

し合いをして決めていきたいということで話が出ていまして、たばこ税というところの部

分で私はお聞きしたいのですが、昨年もたしかこのたばこ税のところでいろんな各庁舎内、

公共施設の喫煙のことが話に出ていたと思いますので、そのときも副町長が各関係団体と

話し合って段階的に進めていきたいという答弁をしておりました。その後どのような状況

になったかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 公共施設の喫煙の関係でございますけれども、今お話のございました保健

福祉センターにつきましては、結論としては９月から禁煙という形をとるようになりまし

た。ほかの公共施設については、段階的にというお話でございまして、それについては今

まだほかの施設についてはどうするかという結論は出しておりませんけれども、特に保健

を担う施設ですので、そういう意味では第一義的に保健福祉センターを禁煙にしたという

ことでございます。 
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 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 たばこ税も値上がり云々いいながら、町のほうの収入の大事な財源というこ

とで私も本当に言いづらいのですが、これは健康のことを考えたり、子どもたちのことを

考えたりすると、各関係団体と話し合いをしながらということでなかなか進めづらいとい

う町の姿勢もわかりますが、やはりこれはもうこういう時代ですので、きちっとした対応

が必要だと思いますので、申しわけないとは思いますが、話をしていっていただきたい。

こういう話が町民から出ているということで話をある程度私は進めていただきたいと。保

留にしておかないで、進めていただきたいというふうに思っております。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 たばこを吸う方もいらっしゃいますので、一方的に言える話でもないわけ

でございまして、ただ受動喫煙という問題については、それはきちんと対応していかなけ

ればいけないのかなというふうに思っていますので、現在庁舎内においては分煙という形

できちっと分けてやっておりますし、ほかの施設についてもいろいろ考えながらそれぞれ

対応している職場もございます。そういうことで、一概に喫煙禁止ということになります

と、その場所をどういうふうに確保するかということもございますし、ただ外で吸えばい

いという状況でもございませんので、その辺いろいろ考えながら今後考えていきたいとい

うふうに思っています。 

 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 質疑がないようですので、ここで説明員退席のため暫時休憩いたします。 

 

午前１０時１５分  休憩 

午前１０時１７分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 次に、11款分担金及び負担金から20款町債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ７ページをごらんおき願います。決算書７ページでございます。11款分

担金及び負担金、１項分担金、１目農林水産業費分担金における補正の主な内容は、中浦

幌地区担い手支援型畑総整備事業及び浦幌地区担い手支援型畑総整備事業並びに浦幌地区

農業体質強化基盤整備促進事業におきます事業確定に伴う平成25年度への繰り越し事業の

財源の増額でございます。 

 ２項負担金、１目民生費負担金でございますが、認可保育所保育料における555万4,000円
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の増額が補正の内容で、３節児童福祉費負担金滞納繰越分におきましては、説明資料３ペ

ージに記載のとおり、認可保育所における６名の収入未済額がございます。 

 ３目農林水産業費負担金の補正の内容でございますけれども、食料基盤強化特別対策事

業負担金の増額でございます。１節農業費負担金及び２節農業費負担金滞納繰越分につき

ましては、説明資料３ページから４ページにかけて記載のとおり、稲穂地区の国営農地開

発事業受益者負担金の４戸の収入未済額でございます。 

 ４目教育費負担金の１節教育費負担金につきましては、学校給食費における３名の収入

未済額、２節の教育費負担金滞納繰越分につきましては９名の収入未済額がございます。

説明資料４ページに記載のとおりとなってございます。 

 次に、12款使用料及び手数料でございますが、８ページをごらんおき願います。１項使

用料、２目民生使用料における主な補正内容は、児童デイサービスセンター使用料の60万

円の増、介護予防サービス計画使用料の44万6,000円の減額でございます。 

 ５目土木使用料については、補正内容は改良住宅使用料の減額で、１節公営住宅使用料

11件の収入未済額、２節改良住宅使用料４件の収入未済額、３節特定公共賃貸住宅使用料

２件の収入未済額、４節公営住宅等駐車場使用料につきましては７件の収入未済額、住宅

使用料滞納繰越分については20件の収入未済額となってございます。 

 ６目教育使用料の２節幼稚園保育使用料滞納繰越分につきましては、１名の収入未済額

となっております。各使用料における内容につきましては、説明資料４ページから５ペー

ジにかけて記載のとおりとなってございます。 

 ２項手数料につきましては、２目衛生手数料における補正はごみ処理手数料の増額でご

ざいます。１節衛生手数料及び２節清掃手数料につきましては、説明資料５ページから６

ページにかけての記載のとおりでございます。 

 ９ページをごらんおき願います。13款国庫支出金におきます１項国庫負担金についての

主な補正内容でございますけれども、１目民生費国庫負担金における子ども手当国庫負担

金及び児童手当国庫負担金の組みかえ、障がい者介護給付費国庫負担金増額によるもので

ございます。３目衛生費国庫負担金におけるがん検診推進事業の58万4,000円増額によるも

のでございます。 

 ２項国庫補助金につきましては、１目総務費国庫補助金のＴＶｈテレビ放送対応に伴う

設備増設に係る無線システム普及支援事業等補助金における164万4,000円の増額、２目の

民生費国庫補助金においては障がい者福祉に係る地域生活支援事業補助金の62万8,000円

の減、児童福祉に係る次世代育成支援対策97万円の増額補正内容でございます。 

 ４目の土木費国庫補助金の補正につきましては、社会資本整備総合交付金における減額

内容となってございます。 

 続いて、10ページをごらんおき願います。６目農林水産業費国庫補助金の補正につきま

しては、浦幌地区農業体質強化基盤整備促進事業の増額補正で、次年度に繰り越す事業の

財源となるものでございます。 
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 ７目消防費国庫補助金につきましては、消防防災通信基盤整備費における増額補正の内

容となってございます。 

 14款道支出金につきましては、１項道負担金、１目総務費道負担金における地籍関係事

業費の減額補正となってございます。 

 次に、２項道補助金につきましては、11ページをごらんおき願います。２目民生費道補

助金の補正につきまして、重度心身障がい者医療助成事業補助金の100万円、地域生活支援

事業補助金31万4,000円、子ども手当準備事業補助金の166万5,000円のそれぞれの減額が主

な内容となございます。 

 ３目衛生費道補助金につきましては、保健事業の60万6,000円の増額と子宮頸がん等ワク

チン接種緊急促進事業における34万円の減額が補正の内容となってございます。 

 ５目の農林水産業費道補助金につきましては、食料供給基盤強化特別対策事業において

337万円、漁港防災対策事業道費補助金6,411万2,000円の増が主な補正内容となってござい

ます。 

 ３項委託金の１目総務費委託金におきましては、衆議院議員選挙の695万1,000円の増額

及び海区漁業調整委員選挙費92万4,000円の減額が主な補正内容となってございます。 

 次に、12ページでございますけれども、15款財産収入、１項財産運用収入、１目の財産

貸付収入において土地貸付収入339万5,000円、光伝送路貸付収入における350万円の増額が

主な補正内容となってございます。収入済みの内容につきましては、１節土地建物貸付収

入から５節情報通信基盤設備貸付収入まで、説明資料６ページから７ページにかけて記載

のとおりとなってございます。 

 ２項の財産売払収入につきましては、２目物品売払収入において資源ごみの紙類取引単

価下落による減額が補正の内容となってございます。なお、売り払いの内容につきまして

は、説明資料７ページに記載のとおりとなってございます。 

 16款寄附金、１項寄附金、２目指定寄附金につきまして、図書購入としての寄附金11万

円、福祉医療100万円、ふるさとづくり寄附金800万円、それぞれの増額の補正が内容とな

ってございます。なお、ふるさとづくり寄附金につきましては、説明資料７ページに記載

のとおりとなってございます。 

 次に、決算書13ページをごらんおき願います。17款繰入金、２項基金繰入金、１目基金

繰入金につきまして、地域振興基金の繰入金276万円、財政調整基金の繰入金６億8,921万

1,000円が主な補正の内容となってございます。 

 18款繰越金については、特に説明はございません。 

 19款諸収入、３項貸付金元利収入につきましては、14ページをごらんおき願います。２

目ウタリ住宅改良資金貸付金元利収入の滞納繰越分の関係につきましては、４件の収入未

済額となっており、説明資料７ページに記載のとおりとなってございます。 

 ５項１目雑入における補正の主な内容は、コミュニティ助成事業助成金250万円、ＮＨＫ

ケーブルテレビ移行経費助成金406万円の増額でございます。未収額につきましては、畜産



                                             － 10 － 

担い手育成総合整備事業における受益者１戸の収入未済となっており、説明資料８ページ

に記載のとおりとなってございます。 

 20款町債については、特に説明することはございません。 

 以上で歳入の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。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 私は、昨年も歳入に関して質疑をさせていただいております。その中で、監

査委員さんの総評の中で悪質滞納者という断罪をした言葉がありまして、この悪質滞納者

という事例、どの部署で、税、負担金、分担金、いろいろありますけれども、利用料もあ

りますが、どういう部署で具体的にどういうものを悪質と位置づけているのかということ

をひとつ確認をしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 

 

午前１０時２７分  休憩 

午前１０時２８分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 悪質という言葉でございますけれども、行政としてはこういう言葉は使っ

ておりませんので、推測される範囲でどういう人がというご質問だというふうに思います

ので、まず負担能力があるにもかかわらず払わない、払っていただけない人、また相談に

応じていただけないような人、そういう人が当たるのではないかというふうに思っており

ます。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 行政はこういう言葉使わないと。通常恣意的なとか、そういう言葉使うと思

うのです。あえて確認をさせていただきましたが、ご承知のように未収金、昨年4,510万ぐ

らいでしたのが今年は全体で274万4,000円ふえているということであります。監査委員さ

んの意見にもありますけれども、滞納プロジェクトチーム、非常に一生懸命やっていただ

いていると思っています。私たちも全道の資料、市の分は入っていませんけれども、町村

の分、これは全道の議員研修会等でも全道分出されますから、税に関してはです、収納率

に関して、非常に浦幌の収納率は高いです。一生懸命努力されている成果だと思っていま

す。しかし、累積していくということは非常に後処理大変になりますから、この辺のこと

について、先ほど同僚議員も聞かれました。私も昨年このことについて、例えば税ですと
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不納欠損処理という方法あります。しかし、利用料、負担金等については、そういう法的

処理の方法はないということで、どうするのですかという質問をしました。先ほど同僚議

員の聞いた中でも今プロジェクトチームをつくって、今後検討していくということですけ

れども、そのプロジェクトチーム、どういう体制で、部会をつくって検討するという先ほ

どの説明でした。プロジェクトチームは、たしか副町長を頭に７名でしたか、やっている

そういう中で、部会というのはどういう体制で今検討しようとしているのか伺いたいと思

います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 滞納プロジェクトにつきましては、私を頭にしましてそれぞれ徴収事務に

かかわる職場の管理職、担当者ということで担っておりまして、部会につきましては直接

事務にかかわる係長職を中心に今部会を構成しておりまして、その中で先ほどご答弁申し

上げました債権管理条例のたたき台、あるいはそれにかかわる問題点等について今現在事

務を進めているという状況にあります。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 昨年私のこの質疑のときに答弁として管内のほかの自治体のこの対応を調査

しながら進めるという答弁でありました。その辺の対応も進んでいるのかどうか。管内の

そういう状況ももう調査されて部会対応に入っているのか、今部会対応しますということ

だけなのか確認します。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 他町村の状況も十分勘案するということで、視察研修含めまして他町村に

お伺いして勉強しながら今進めている状況でございます。いろいろな課題、問題がありま

すので、できるだけそれを探るという意味でほかの町村の視察もしておりますし、また先

進地の講師を呼んで勉強会も開催しながらということで今取り進めているところでござい

ます。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 私は、14ページの町債、町の借金についてちょっと伺いたいと思います。 

 24年度の町債７億4,916万8,000円ということになっておりますけれども、この中で過疎

債、臨時財政対策債など地方交付税で戻ってくるという割合、大まかでいいですけれども、

どのくらいの割合になるのかちょっとお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 財政係長。 

〇原口総務課財政係長 安藤議員の質問についてお答えいたします。 
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 説明資料の８ページごらんおき願います。こちらに会計区分ごとの起債の内訳、24年度

借り入れの額が載っております。このうち過疎債についてですが、過疎債４億1,600万、こ

ちらについては元利償還金の７割が交付税で算入されております。ちなみにですけれども、

特別会計の個別排水、簡易水道、こちらについても過疎債を充当している部分があります

ので、個別排水については640万のうち220万、簡易水道については１億8,720万のうち

5,020万、こちらも過疎債のほうを充当しておりますので、これも合わせて７割交付税のほ

うに算入されます。臨財債については、全額交付税のほう、２億2,666万8,000円です。こ

ちらについては全額交付税算入されます。それと、消防債になります。消防債、こちらに

ついては緊急防災・減災事業債になるのですけれども、こちらは浜厚内の避難階段の整備

になりますけれども、こちらも過疎債と充当率が同じになりますので、７割交付税に算入

されて戻ってくる形となります。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 よくわかりました。これでいくと、意外と７億のうちの割合でいったら60％

になるのか、50％になるのか、地方交付税で返ってくるということだと思いますけれども、

よく広報などで事業費の後に町の借金が何ぼというのが出ています。やはり住民の方にも

この辺のことについて、広報でもいいですけれども、十分周知していただきたいなと思い

ます。でないと全額が丸々本当の借金なのかという感じで住民の方は思っていると思いま

す。この監査報告の一番最後のほうにも地方債現在高の推移ということで68億ということ

載っております、一般会計ですけれども。そういうのも含めて、本当の借金なのか、戻り

が幾らかあるのだということも含めてもう少し周知願えればと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問にかかわりまして説明させていただきたいと思いま

す。 

 地方債の状況についてもっと詳しく広報等で住民の皆さん、町民の皆さんにお知らせす

べきだというようなご質問かと思います。このことにつきましては、従前からこのような

形で進めさせていただいているということがまず１点と、またあわせまして過疎債、それ

から臨時対策債につきましては恒久的なものではなくて時限的なものだと法的にはなって

ございますので、これはやはり地方債の中にかかわる分の財政需要額算入という算定式の

ものになっておりますので、これはあくまで地方債の現況と、それからそういう制度があ

るという意味合いでの説明はさせていただきますけれども、これを借り入れと別の扱いに

はならないという部分だけはひとつご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 12款使用料及び手数料で、産業交流施設等の92万円、この収入あるのですけ

れども、この内訳を教えていただけないでしょうか。 



                                             － 13 － 

〇田村議長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 

 

午前１０時４１分  休憩 

午前１０時４２分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 答弁をいただきます。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 大変申しわけありません。産業交流施設内のレストラン施設の使用料と

いうことになってございます。月額7,630円の12カ月分ということになってございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 以上で歳入の審議を終了いたします。 

 ここで認定第１号 平成24年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定について全体を通じて

の質疑を受けたいと思います。質疑はありませんか。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 決算書の51ページ、財産に関する調書内訳でお聞きをしたいと思います。 

 これ今までずっとこのような内容で報告されています。それで、51ページの中段に地域

会館とあります、地域会館。52ページに後段、下から４段目に部落会館とあるのです。ま

ず、この区分けを説明していただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 

 

午前１０時４４分  休憩 

午前１０時５３分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時５４分  休憩 

午前１１時０８分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 
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 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 それでは、杉江議員の質問に対して答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 大変お時間をおかけし、お手数を煩わせて申しわけございません。先ほ

ど杉江議員のほうからご質問ございました決算調書にかかわります内容のことで、51ペー

ジ記載の行政財産におきますその他の施設の中の公共財産、地域会館及び52ページの同様

に公共財産の中の部落会館といったいわゆるこの施設にかかわる相違性という部分につい

てのご質問だったかと思います。このことにかかわりまして財産調書の作成所管課といた

しまして、このことについて説明させていただきたいと思います。 

 最初に、51ページの地域会館にかかわります部分につきましては、浦幌町地域会館の設

置及び管理等に関する条例に基づいた地域会館20会館ございます。この地域会館にかかわ

ります財産の内容となっております。また、ご指摘ございました52ページの部落会館につ

きましては、７行政区それぞれが所有をしている会館、この会館にかかわりまして町の土

地、いわゆる町有地にその会館を設置してございますので、その土地の貸し付けという内

容となっているものでございます。このことにつきましては、従前から相当年数がたって

おりますけれども、このような形で地域会館の意味合いも含めてお貸しをしているといっ

た状況になっておりますので、土地につきましては町の所有財産でございますので、財産

調書という中での整理をさせていただいている内容でございますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 ただいまの説明で部落会館の位置づけというものもよくわかりました。条例

に基づいた地域会館の扱いというのはもちろんわかっております。 

 それで、別に難しいこと聞いたつもりなかったのです。もっと簡単に担当の方に説明し

てもらえるのかなということでお伺いしましたが、そのことはよろしいです。実は、申し

上げたいのはこの部落会館、部落という言葉。私は、かつて議員になったころ議運の委員

のときに予算等の説明の中に人夫賃、それから車馬賃と載っていたのです。人夫賃も卑語

ですよね、差別用語。車馬賃は、平成になって車馬賃なんていう話があるかというお話し

して、これも今使わなくした言葉の一つであります。この２つ私指摘していますけれども、

この部落会館の部落という言葉は既にもう行政職の皆さん当然おわかりだと思います。こ

れ江戸時代の犯罪者の囲い込んだ地域のことを部落と言ったのです。ただ、辞書には小さ

な集落も部落と言っています。しかし、本州の人が部落という言葉を聞いたら本当に嫌が

ります。北海道に部落あるのと言われるぐらい嫌な言葉です。差別用語といいますか、卑

語ということになっていますから、できればこの言葉も、別に部落と使わなくも表現のし

ようがあるのではないかというふうに思います。非常に何となく読むのも嫌な気持ちにな

ります。私も見ていながら何年も気がつかなかったということは自分自身も反省する点で

すけれども、この点についてどうでしょう。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問にかかわりまして説明させていただきたいと思いま

す。 

 以前にも同様に議員のほうから障がい者の中でその文字記載についてもご指摘があった

という経過も踏まえております。そういった中で、おっしゃるとおりこの表記が契約上相

当年数がたっている中で進めてきておりますけれども、当時からこのような形で契約がさ

れたといった引き継ぎが自動更新的に行われてきたという部分もございます。このことに

つきましては、ご指摘についてはこの会館に限らずほかのことも含めて新たに洗い直しを

させていただいて、前向きな中で訂正すべき点は訂正していきたいというふうなことで捉

えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 改善していくということですから、ぜひそのようにあっていただきたいと思

います。 

 この調書、私先ほどちょっと申し上げましたけれども、この区分けについて別に難しい

話を聞いたわけでなくて、ちょっと確認したかったということでお聞きしましたけれども、

かなりの時間あったということで、やはり担当としては内容についてもう少しきちっと把

握していただきながら、内容の精査を把握していただいてふだんから努力をしていただき

たいということもひとつお願いをしておきたいと思います。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 大変申しわけありません。先ほどの12款の使用料及び手数料の１項１目行政

財産使用料の産業交流施設92万円、私ちょっと計算してみたのですけれども、端数が合わ

なかったものですから、７万五千幾ら……もうちょっと質問させてください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 月額にしますと７万6,300円ということになってございます。それと、大

変申しわけありません。それプラス土地使用料を別に、向かいに山菜工房とか冷蔵庫施設

がございます。その分が2,000円ございまして、それが合わさった形と、あと四捨五入の関

係、端数の整理で92万円というふうになってございますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 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。 

 これより認定第１号を採決いたします。 
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 認定第１号を原案のとおり認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、認定第１号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 ここで説明員が入りますので、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時１６分  休憩 

午前１１時１８分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 

    ◎日程第２ 認定第２号 

〇田村議長 日程第２、認定第２号 平成24年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 認定第２号 平成24年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算認定につ

いて。 

 地方自治法第233条第３項の規定により、平成24年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決

算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 平成25年９月２日提出、浦幌町長。 

 別冊の決算書をごらん願います。平成24年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、区分、１、歳入総額9,430万8,008円、２、歳出総額8,163万3,934円、

３、歳入歳出差引額1,267万4,074円、５、実質収支額1,267万4,074円。 

 この会計は、制限林を含めて町有林3,876ヘクタールの管理、造成を行う特別会計でござ

います。主な事業内容及び効果等につきましては、別冊、平成24年度町有林野特別会計決

算説明資料40ページから43ページに記載のとおりでございます。 

 １ページ、２ページの平成24年度町有林野特別会計歳入歳出決算書は、説明を省略させ

ていただきます。 

 ３ページをごらん願います。平成24年度町有林野特別会計歳入歳出決算事項別明細書、

歳入、１款道支出金、１項道補助金、１目造林補助、この目につきましては町有林野に係

る植栽、下草刈り、除伐、間伐、準備地ごしらえ、野そ駆除、基金間伐に対する道の補助

金でございます。それぞれの内訳につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、この目につきましては北海道電

力ほかに対します町有林の土地貸付料でございます。内訳につきましては、説明資料に記

載のとおりでございます。 
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 ２目利子及び配当金、この目につきましては町有林野事業基金に係る利子でございます。 

 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入、この目につきましては留真地区町有林の立木

売り払い代金でございます。材積、金額につきましては、説明資料に記載のとおりでござ

います。 

 ２目素材売払収入、この目につきましては稲穂ほか３地区町有林の間伐素材売り払い代

金でございます。材積、金額につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、この目につきましては職員の人

件費に係る一般会計からの繰入金でございます。 

 ４款１項１目繰越金、この目につきましては前年度からの繰越金でございます。 

 ５款諸収入、１項１目雑入、この目につきましては北海道電力から特別高圧送電線付近

支障立木伐採補償費が主な内容でございます。内容につきましては、説明資料に記載のと

おりでございます。 

 ５ページをごらん願います。歳出、１款１項１目財産管理費、この目につきましては町

有林の維持管理に係る人件費及び事務経費等でございます。12節役務費につきましては、

新たに植栽した部分の36.43ヘクタールにかかわります10年保証の森林国営保険料でござ

います。13節委託料につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。25節積立金

につきましては、町有林野事業基金積立金でございます。27節公課費の不用額につきまし

ては、消費税及び地方消費税に係る平成23年度分確定申告時に税額が発生しなかったため

中間申告が不要となり、未執行となってございます。 

 ２款１項財産造成費、１目造林費、この目につきましては町有林の造成に係る経費でご

ざいます。13節委託料、15節工事請負費、16節原材料費につきましては、説明資料に記載

のとおりでございます。 

 ３款１項公債費、１目元金、この目につきましては長期債償還元金でございます。 

 ２目利子、この目につきましては長期債償還利子でございます。 

 ４款１項１目予備費につきましては、執行がございません。 

 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。 

 これより認定第２号を採決いたします。 

 認定第２号を原案のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 
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 よって、認定第２号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午前１１時２５分  休憩 

午前１１時２６分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 

    ◎日程第３ 認定第３号 

〇田村議長 日程第３、認定第３号 平成24年度浦幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算認定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 認定第３号 平成24年度浦幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算認定について。 

 地方自治法第233条第３項の規定により、平成24年度浦幌町国民健康保険事業特別会計歳

入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 平成25年９月２日提出、浦幌町長。 

 別冊の歳入歳出決算書をごらん願います。平成24年度浦幌町国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額９億6,912万5,533円、２、歳出総額８億8,603万

5,635円、３、歳入歳出差引額8,308万9,898円、５、実質収支額8,308万9,898円。 

 本会計につきましては、国民健康保険の運営及び医療費収支に関する会計を処理する特

別会計でございます。主な内容につきましては、決算説明資料44ページ、45ページに記載

しておりますので、ご参照願います。 

 １ページをお開き願います。平成24年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書につ

きましては、省略させていただきます。 

 ３ページをごらん願います。平成24年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別

明細書、歳入、１款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税、この目につ

きましては一般被保険者に係ります国民健康保険税でございます。現年度課税分２億

2,244万1,377円、収納率は97.64％、前年度と同じ収納率でございます。滞納繰越分につき

ましては578万246円、収納率23.13％ございます。前年対比で4.12％の減でございます。不

納欠損につきましては、滞納繰越分４名で生活保護受給によるものでございます。滞納処

分をできる財産がなく、不納欠損としております。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税、この目につきましては会社等に勤め、退職され、

年金受給権のある方に係る国民健康保険税でございます。現年度課税分819万4,173円、収
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納率は99.62％、前年度対比で4.99％の増でございます。滞納繰越分につきましては８万円、

滞納繰越分の収納率につきましては23.34％でございます。 

 １目、２目の収入未済額合計で実人員96名、2,452万8,900円でございます。このうち、

25年８月末現在で223万9,020円を収納してございます。収納率は9.13％でございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金、この目につきましては一

般被保険者に係ります保険給付費の32％が国より交付されるものでございます。 

 ２目高額医療費共同事業負担金、この目につきましては高額医療費共同事業拠出金に対

し４分の１が交付されるものでございます。 

 ３目特定健康診査等負担金、この目につきましては特定健康診査等に要する経費に対し

まして３分の１が交付されるものでございます。 

 ２項国庫補助金、１目財政調整交付金、この目につきましては市町村間における財政力

の不均衡を調整するために交付されるものでございます。 

 ２目出産育児一時金補助金、この目につきましては一時金の給付額が38万円から42万円

に引き上げられたことに伴いまして、その差額１件当たり４万円に対する措置として国か

ら４分の１が交付されるものでございます。 

 ４ページをごらん願います。３款１項１目療養給付費等交付金、この目につきましては

退職被保険者に係る療養給付費、療養費、高額療養費等から退職被保険者分の国民健康保

険税を除いた額が社会保険診療報酬支払基金から交付されるものでございます。 

 ４款１項１目前期高齢者交付金、この目につきましては65歳から75歳未満の加入者の割

合に対しまして保険者間の医療費の負担の不均衡を調整するために社会保険診療報酬支払

基金から交付されるものでございます。 

 ５款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費共同事業負担金、この目につきましては

国庫支出金と同様に共同事業拠出金の４分の１が道から交付されるものでございます。 

 ２目特定健康診査等負担金、この目につきましては国庫負担金と同様に特定健康診査等

事業に要する経費の３分の１が道から交付されるものでございます。 

 ２項道補助金、１目財政調整交付金、この目につきましては市町村間における財政力の

不均衡を調整するために道より交付されるものでございます。 

 ７款１項共同事業交付金、１目高額医療費共同事業交付金、この目につきましては高額

医療費の発生による保険者の財政運営の不安定化を緩和するために保険者から拠出金を財

源として交付されるものでございます。 

 ５ページをごらん願います。２目保険財政共同安定化事業交付金、この目につきまして

は市町村国保間の保険料、保険税の平準化を図り、財政の安定化を図るため、１件当たり

30万円を超える医療費に対しまして市町村国保から拠出されております財源をもとに都道

府県単位で費用負担を調整した中で交付されるものでございます。 

 ８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、この目につきましては一般会計

からの繰入金でございます。保険税の減額分の補填、出産育児一時金、その他職員の人件
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費等に係ります繰入金でございます。１節の保険基盤安定軽減分繰入金につきましては、

北海道が４分の３、町が４分の１の負担としております。２節の保険基盤安定支援分繰入

金につきましては、国が２分の１、北海道が４分の１、町が４分の１の負担でございます。 

 ９款１項１目繰越金、この目につきましては前年度繰越金でございます。 

 10款諸収入、６ページをごらん願います。３項雑入、３目一般被保険者返納金、４目退

職被保険者等返納金、これらの目につきましては被保険者が資格を喪失したときに医療費

等の給付を受けることができなかった分に対しまして一般被保険者13名、退職被保険者１

名の世帯から返納いただいたものでございます。 

 それから、５目雑入、この目につきましては過年度の療養費等負担金の精算に伴います

追加が主なものでございます。 

 ７ページをごらん願います。歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、こ

の目につきましては特別会計に係る職員の人件費及び事務経費でございます。13節委託料

につきましては、システム保守、共同電算事務処理、レセプト点検等に係る経費でござい

ます。25節積立金につきましては、基金への積立金でございます。積立金の不用額につき

ましては、調整交付金の追加交付がありましたので、追加交付相当分を基金に積み立てを

しまして、残につきましては不用額として繰り越し、一般会計に戻し入れをするものでご

ざいます。 

 ２項徴税費、１目賦課徴収費、この目につきましては国民健康保険税の賦課徴収に係る

事務経費でございます。12節役務費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明

資料に記載のとおりでございます。 

 ３項１目運営協議会費、この目につきましては委員９名によります国民健康保険運営協

議会に係る経費でございます。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、２目退職被保険者等療

養給付費につきましては、保険者が負担する医療費について北海道国保連合会へ支払った

経費でございます。また、各医療機関への支払いにつきましては、北海道国保連合会が行

っております。 

 ８ページの３目一般被保険者療養費、４目退職被保険者等療養費につきましては、整骨

院、はり、きゅうの治療及び保険証を持たずに診療機関で治療され、10割を被保険者が負

担した場合に保険者負担７割を被保険者に支払う経費でございます。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、２目退職被保険者等高額療養費、これ

らの目につきましては被保険者の方が１カ月に支払う医療費の限度額を超えた場合に支払

う経費でございます。 

 ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金、この目につきましては国民健康保険の被保険

者が出産した場合に出産育児一時金として18名に要した経費でございます。 

 ５項葬祭諸費、１目葬祭給付費、この目につきましては国民健康保険の被保険者が亡く

なられた場合に１万円の葬祭給付費として４名の方に要した経費でございます。 
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 ９ページをごらん願います。３款１項１目後期高齢者支援金、この目につきましては後

期高齢者医療制度に対する支援で、社会保険診療報酬支払基金が算定いたしました額を同

支払基金に支払い、同支払基金から後期高齢者広域連合に支払う経費でございます。 

 ４款１項１目前期高齢者納付金、この目につきましては65歳から74歳までに係るもので、

社会保険診療報酬支払基金が交付する前期高齢者納付金に係る負担金として納付している

ものでございます。 

 ６款１項１目介護納付金、この目につきましては介護保険事業の費用のうち、30％につ

いて医療保険各法の保険者が40歳以上65歳未満の第２号被保険者加入者分について負担し

ているものでございます。本町の国民健康保険負担分の介護納付金として支払うための経

費でございます。 

 ７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業拠出金、この目につきましては過去

３年間の高額医療費の推移を見て全道対比で拠出する経費でございます。 

 ３目保険財政共同安定化事業拠出金、この目につきましては市町村国保保険者の保険料

の平準化と保険財政の安定化を図るための事業に保険者として拠出する経費でございま

す。 

 ８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費、この目につきましては特定健診、特

定保健指導により糖尿病、高血圧、高脂血症等の予防を図ることを目的にした事業でござ

います。13節委託料につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ２項保健事業費、１目保健衛生普及費、この目につきましては被保険者の保健保持のた

めに行う各種事業に要する経費でございます。13節の委託料につきましては、総合健診の

委託料で対象者は240名、受診者は89名の内容でございます。 

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

つきましては過年度の保険税の更正に伴います還付金でございます。 

 ３目償還金、この目につきましては23年度の療養給付費等負担金、特定健康診査等負担

金、出産育児一時金補助金等の精算に伴います返還金でございます。 

 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。 

 これより認定第３号を採決いたします。 

 認定第３号を原案のとおり認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。 



                                             － 22 － 

 よって、認定第３号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第４ 認定第４号 

〇田村議長 日程第４、認定第４号 平成24年度浦幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算認定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 認定第４号 平成24年度浦幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について。 

 地方自治法第233条第３項の規定により、平成24年度浦幌町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 平成25年９月２日提出、浦幌町長。 

 別冊の歳入歳出決算書をごらん願います。平成24年度浦幌町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額7,451万3,537円、２、歳出総額7,405万1,216円、

３、歳入歳出差引額46万2,321円、５、実質収支額46万2,321円。 

 本会計につきましては、後期高齢者医療制度に係ります後期高齢者医療広域連合に対し

ます収支の会計を処理する特別会計でございます。主な内容につきましては、決算資料の

46ページに記載しております。 

 １ページをお開き願います。平成24年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書につき

ましては、省略させていただきます。 

 ３ページをお開き願います。平成24年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明

細書、歳入、１款１項１目後期高齢者医療保険料、この目につきましては75歳以上の方及

び65歳から75歳未満の方で一定の障がいがあり、後期高齢者医療保険の資格を取得された

方からいただく保険料でございます。被保険者数1,089名のうち、927名が公的年金からの

特別徴収、残り162名が普通徴収による納付でございます。現年度分収納額4,178万4,000円、

収納率99.80％でございます。滞納繰越分につきましては39万2,911円、収納率93.02％でご

ざいます。収入未済額につきましては11万3,000円、実質人員３名でございます。この収入

未済額のうち、25年の８月末現在で１万2,000円が納入されております。 

 ２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、この目につきましては後期高齢

者医療広域連合納付金に要する経費として広域連合事務費分の繰入金と保険料軽減措置分

について一般会計から繰り入れるものでございます。なお、保険料軽減措置分につきまし

ては、措置額の４分の３が道から交付されるものでございます。 

 ３款１項１目繰越金、この目につきましては前年度からの繰越金でございます。 

 ４款諸収入、２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、この目につきましては広

域連合からの還付金でございます。 
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 ５款１項広域連合交付金、１目後期高齢者医療高齢者医療制度円滑運営臨時特別交付金、

この目につきましては浦幌町保険制度のガイドブック作成に係ります交付金でございま

す。 

 ５ページをごらん願います。歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、こ

の目につきましては本会計に係ります職員の人件費及び事務経費でございます。13節委託

料につきましては、後期高齢者医療システムの保守料でございます。 

 ２項１目徴収費、この目につきましては後期高齢者医療保険料の賦課及び徴収に係る事

務経費でございます。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、この目につきましては後期高齢者医療広

域連合に対します納付金で、広域連合の事務費に対する共通経費、保険軽減に係る保険基

盤安定分、後期高齢者医療保険料等を納付するものでございます。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、この目につきましては

過年度の保険料の更正に伴います還付金でございます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金、この目につきましては一般会計への繰出金でございま

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。 

 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 他意はございません。文字の中でちょっと教えていただきたい部分がありま

すので、お願いをいたします。 

 説明の文章の中なのですけれども、75歳以上の者と65歳以上75歳未満の者であって、法

令で定める程度の障がいの寝たきり等の状態にある者の医療収支のと書いてありますが、

この法令で定める程度の障がいというのはほかにどのようなものがあるのかお聞かせを願

いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 介護保険係長。 

〇佐藤町民課介護保険係長 阿部議員の質問にご説明させていただきます。 

 65歳以上から75歳の方の障がいを持っている方ですけれども、障がい者手帳の１級、２

級の該当する方が65歳から後期高齢者の医療を選択することができるということになりま

す。 

 以上です。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 １級、２級ですね。わかりました。 

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。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第４号を採決いたします。 

 認定第４号を原案のとおり認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、認定第４号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第５ 認定第５号 

〇田村議長 日程第５、認定第５号 平成24年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 認定第５号 平成24年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて。 

 地方自治法第233条第３項の規定により、平成24年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出決

算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 平成25年９月２日提出、浦幌町長。 

 別冊の歳入歳出決算書をごらん願います。平成24年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出

決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額６億2,102万5,874円、２、歳出総額６億978万

9,938円、３、歳入歳出差引額1,123万5,936円、５、実質収支額1,123万5,936円。 

 本会計につきましては、介護保険の運営、介護給付費等の収支及び地域包括支援センタ

ーの運営に係る経費を会計処理する特別会計でございます。主な内容につきましては、決

算説明資料47ページ、48ページに記載しております。 

 １ページをお開き願います。平成24年度介護保険特別会計歳入歳出決算書につきまして

は、省略させていただきます。 

 ３ページをごらん願います。平成24年度介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書、

歳入、１款１項介護保険料、１目第１号被保険者介護保険料、この目につきましては65歳

以上の第１号被保険者の方からいただく保険料でございます。現年度分につきましては

9,062万6,600円、収納率99.46％でございます。滞納繰越分につきましては11万7,200円、

収納率24.51％でございます。収入未済額につきましては85万7,100円、実質人員16名でご

ざいます。この収入未済額のうち、８月末現在で18万5,200円が収納済みとなっております。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、この目につきましては介護

保険事業に係る保険給付費の20％が国から交付されるものでございます。 
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 ２項国庫補助金、１目調整交付金、この目につきましては原則として介護保険事業に係

る保険給付費の５％が国から交付されるものでございますが、75歳以上の後期高齢者の割

合、所得階層等の構成割合により全国平均と比較いたしまして多い場合には５％を超えて

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

なっております。本町につきましては8.94％の交付割合でございます。 

 ２目地域支援事業交付金、この目につきましては地域支援事業費のうち介護予防事業に

つきまして対象経費の25％、任意事業につきましては対象経費の40％が交付されるもので

ございます。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金、この目につきましては介護保険

事業に係る保険給付費の12.5％が道から交付されるものでございます。 

 ２項財政安定化基金支出金、１目交付金、この目につきましては北海道に設置されてお

ります財政安定化基金の一部を取り崩し、安定した事業運営を目的に交付されたものでご

ざいます。 

 ３項道補助金、１目地域支援事業交付金、この目につきましては地域支援事業のうち介

護予防事業につきましては対象経費の12.5％、任意事業につきましては対象経費の20％が

道から交付されるものでございます。 

 ４ページをごらん願います。４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、この目

につきましては介護保険事業に係る保険給付費の29％が社会保険診療報酬支払基金から交

付されるものでございます。 

 ２目地域支援事業交付金、この目につきましては地域支援事業のうち介護予防事業につ

いて対象経費の29％が同じく交付されるものでございます。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、この目につきましては介護給付

費繰入金といたしまして介護保険事業にかかわります保険給付費のうち市町村の負担分で

あります12.5％と地域支援事業繰入金といたしまして地域支援事業のうち介護予防にかか

わります12.5％、任意事業につきましては20％の市町村の負担分、介護保険に係る職員の

人件費、事務経費等を一般会計から繰り入れるものでございます。 

 ２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金、この目につきましては介護保険給付準備

基金からの繰入金でございます。 

 ７款１項１目繰越金、この目につきましては前年度からの繰越金でございます。 

 ６ページをごらん願います。歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、こ

の目につきましては介護保険事業に係ります人件費及び事務経費でございます。 

 ２項１目賦課徴収費、この目につきましては介護保険料の賦課及び徴収に係る事務経費

でございます。 

 ３項１目介護認定審査会費、この目につきましては東部４町で構成する介護認定審査会

に係る経費でございます。12節役務費につきましては、主治医から意見をいただく手数料

でございます。19節負担金、補助及び交付金につきましては、東十勝介護認定審査会共同
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設置負担金でございます。 

 ２目認定調査費、この目につきましては要介護度の認定調査に要する経費でございます。

13節委託料につきましては、介護保険施設及び居宅介護施設等にかかわります認定調査を

委託している経費でございます。 

 ４項１目介護保険運営協議会費、この目につきましては６名の委員によります介護保険

運営協議会の開催にかかわります経費でございます。 

 ７ページをごらん願います。２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護

サービス等給付費から４目施設介護サービス等給付費までは、被保険者が事業所からサー

ビスを受けたときの費用に対しまして保険給付費で支払うものでございます。国保連合会

を通じて各事業所に支払われるものでございます。 

 ５目福祉用具購入費及び６目住宅改修費につきましては、被保険者が費用を全額支払い、

申請により保険給付費として９割を被保険者に支払う経費でございます。本町におきまし

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

払うものではなく、自己負担の１割だけを支払うという制度となっております。福祉用具

につきましては12業者、住宅改修につきましては19業者と契約をしております。 

 ２項１目高額介護サービス等費、この目につきましては各世帯の所得状況に応じて１カ

月に支払う費用の限度額が定められており、その限度額を超えた額を高額介護サービス費

として保険者が支払うものでございます。 

 ３項１目高額医療合算介護サービス等費、この目につきましては介護保険と医療保険を

利用した際に自己負担の年額が高額になったときに保険者が支払う経費でございます。 

 ４項１目特定入所者介護サービス等費、この目につきましては居住費及び滞在費及び食

費の負担が低所得者の方にとって過剰な負担とならないように所得に応じ定額の負担限度

額を定めております。これによりまして低所得者等の負担軽減を図るために本人負担以外

の分を国保連合会に支払う経費でございます。 

 ８ページをごらん願います。４款１項地域支援事業費、１目介護予防事業費、この目に

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

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

のための健康づくり等を行う経費でございます。13節委託料につきましては、説明資料に

記載のとおりでございます。 

 ２目任意事業費、この目につきましては家庭内において介護に伴い家族が受ける身体的、

精神的、経済的負担を軽減し、家族介護を継続していただくための支援に要する経費でご

ざいます。20節扶助費につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ３目包括的支援事業費、この目につきましては町地域包括支援センターの運営に係る経

費でございます。13節の委託料につきましては、介護予防プラン作成委託料、包括支援事

業委託料でございます。 

 ９ページをごらん願います。６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目第１号被
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保険者還付金、この目につきましては過年度の保険料の更正に伴います還付金でございま

す。 

 ２目償還金、この目につきましては平成23年度の介護給付費等負担金の精算に伴います

返還金に係る経費でございます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金につきましては、平成23年度の精算をしたことにより一

般会計へ繰り出した経費でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第５号を採決いたします。 

 認定第５号を原案のとおり認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、認定第５号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩をいたします。 

 

午後 ０時０２分  休憩 

午後 １時２９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６ 認定第６号 

〇田村議長 日程第６、認定第６号 平成24年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計歳入歳出

決算認定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇佐藤診療所事務長 認定第６号 平成24年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計歳入歳出決

算認定について。 
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 地方自治法第233条第３項の規定により、平成24年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計歳入

歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 平成25年９月２日提出、浦幌町長。 

 別冊、決算書をごらん願います。あわせまして説明資料49ページから50ページをごらん

願います。平成24年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額２億4,381万8,910円、２、歳出総額２億3,439万

5,409円、３、歳入歳出差引額942万3,501円、５、実質収支額942万3,501円。 

 本会計は、町立診療所の管理運営及び診療にかかわる収支を処理する特別会計でござい

ます。診療状況など主な内容並びに一般会計繰入金にかかわる交付税措置額等につきまし

ては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 次のページをごらん願います。平成24年度浦幌町立診療所特別会計歳入歳出決算書、歳

入歳出につきましては省略させていただきます。 

 ３ページをごらん願います。平成24年度浦幌町立診療所特別会計歳入歳出決算事項別明

細書、歳入、１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金並びに２款１項１目繰

越金につきましては、特に説明を加えることはございません。 

 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入、この科目につきましては医療行為に伴います診療

報酬の収入でございます。１節から６節までの現年度分につきましては、収納率99.78％、

未納額につきましては３名、14件の内容でございます。なお、１節から６節までの現年度

分の未納額合計いたしまして38万3,865円のうち、本年８月末までに12万430円が収納にな

っております。７節、滞納繰越分につきましては、収納率8.11％、未納額につきましては

10名、42件の内容でございます。 

 ２項１目雑入、この科目の主なものは十勝医師会からの休日診療確保対策事業交付金

12万8,800円、その他公衆電話使用料等が主な収入内容でございます。 

 ４ページをごらん願います。歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費、この科目に

つきましては医療事務にかかわる事務職員の人件費及び施設の管理運営にかかわる経費の

内容でございます。15節工事請負費につきましては、説明資料に記載のとおりでございま

す。 

 ２目医業費、この科目につきましては医療業務に携わります医師、技師、看護師等の人

件費及び医薬材料、医療機器の保守業務委託料及び賃借料などの内容でございます。18節

備品購入費につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。なお、７節賃金の不

用額につきましては医師及び看護師等賃金、11節需用費の不用額につきましては医薬材料

費の執行残によるものでございます。 

 ４ページ下段から５ページをごらん願います。２款１項１目予備費につきましては、執

行しておりません。 

 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申し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 
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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。 

 これより認定第６号を採決いたします。 

 認定第６号を原案のとおり認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、認定第６号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第７ 認定第７号 

〇田村議長 日程第７、認定第７号 平成24年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算

認定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 認定第７号 平成24年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、あわせて説明資料51ページ、52ページをごらんおき願います。 

 地方自治法第233条第３項の規定により、平成24年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出

決算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 平成25年９月２日提出、浦幌町長。 

 別冊の決算書をごらんください。平成24年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額３億5,597万2,003円、２、歳出総額３億5,373万

4,174円、３、歳入歳出差引額223万7,829円、５、実質収支額223万7,829円。 

 この会計は、浦幌町公共下水道の建設及び維持管理をする特別会計でございます。主な

内容及び事業効果につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 １ページをごらんをお願いします。平成24年度公共下水道特別会計歳入歳出決算書は、

省略させていただきます。 

 ３ページをお開き願います。平成24年度公共下水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書、

歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目公共下水道費分担金、公共下水道受益者

分担金につきましては、新築などはなく、収入はございません。 

 ２項負担金、１目公共下水道費負担金、１節公共下水道受益者負担金につきましては、

新規が１件、継続分４件でございます。収入未済額につきましては１件分でございます。

２節滞納繰越分、収入未済額につきましては今年度既に完納済みでございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目公共下水道使用料、１節現年度分、収入未済

額につきましては265件、74人分です。２節滞納繰越分、収入未済額につきましては130件、
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22人分です。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道事業費補助金、この科目につきましては

公共下水道事業における国庫補助金で、浦幌終末処理場の反応タンク機械の更新及び自動

除塵機操作盤更新工事などに係るものでございます。 

 ４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、水洗便所等の資金貸し付けに

係る預託金の利子でございます。 

 ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、一般会計からの繰入金でござい

ます。 

 ６款繰越金及び７款諸収入は、特に説明する事項はございません。 

 ８款１項町債、１目公共下水道事業債、この科目につきましては下水道整備に係る事業

債でございます。 

 次のページをお開き願います。歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

公共下水道に係る一般管理費でございます。14節使用料及び賃借料につきましては、説明

資料に記載のとおりでございます。 

 ２目普及推進費、この科目につきましては水洗化に向けての普及推進に係る経費でござ

います。特に説明する事項はございません。 

 ２項施設管理費、１目管渠管理費、汚水管渠の維持管理に係る経費でございます。11節

需用費、13節委託料につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。不用額の11節

需用費につきましては、管渠等修繕に係るものでございます。 

 ２目処理場管理費、処理場の維持管理に係る経費でございます。11節需用費、13節委託

料につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。不用額の11節需用費につきま

しては薬品と消耗品で、12節役務費につきましてはし渣、沈砂等処理手数料の執行残でご

ざいます。 

 ２款事業費、１項１目下水道建設費、下水道建設費に係る内容でございます。13節委託

料、15節工事請負費につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。不用額の15節

工事請負費につきましては、事業確定に伴う執行残でございます。 

 ３款１項公債費、１目元金、長期債償還元金でございます。 

 ２目利子、長期債償還金の利子でございます。 

 ４款１項１目予備費、執行しておりませんので、不用額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。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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 これより認定第７号を採決いたします。 

 認定第７号を原案のとおり認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、認定第７号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第８ 認定第８号 

〇田村議長 日程第８、認定第８号 平成24年度浦幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決

算認定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 認定第８号 平成24年度浦幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算認定

について、あわせて説明資料53ページ、54ページをごらんおき願います。 

 地方自治法第233条第３項の規定により、平成24年度浦幌町個別排水処理特別会計歳入歳

出決算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 平成25年９月２日提出、浦幌町長。 

 別冊の決算書をごらんください。平成24年度浦幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算

書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額4,420万6,628円、２、歳出総額4,351万6,245円、

３、歳入歳出差引額69万383円、５、実質収支額69万383円。 

 この会計は、浦幌町個別排水処理施設の設置及び維持管理をする特別会計でございます。

主な内容及び事業効果につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 １ページをごらん願います。平成24年度個別排水処理特別会計歳入歳出決算書は、省略

させていただきます。 

 ３ページをお開き願います。平成24年度個別排水処理特別会計歳入歳出決算事項別明細

書、歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目個別排水処理分担金、個別排水処理

施設設置、新設４件に係る受益者分担金でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目排水処理施設使用料、１節現年度分の収入未

済額につきましては、15件、４人分です。２節滞納繰越分の収入未済額につきましては、

１件、１人分です。 

 ３款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、水洗便所等資金貸し付けにお

ける預託金利子でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、一般会計からの繰入金でござい

ます。 

 ５款繰越金及び６款諸収入は、特に説明する事項はございません。 

 ７款１項町債、１目個別排水処理施設整備事業債、施設整備に係る新設４基分の事業債
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でございます。 

 次のページをお開き願います。歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

個別排水処理施設に係る一般管理費でございます。14節使用料及び賃借料につきましては、

説明資料に記載のとおりでございます。 

 ２目普及推進費、この科目につきましては水洗化に向けての普及推進に係る経費でござ

います。19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料に記載のとおりでござい

ます。 

 ２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費、合併処理浄化槽等の施設の維持管理に

係る内容でございます。13節委託料につきましては、説明資料に記載のとおりでございま

す。 

 ２款事業費、１項１目個別排水処理施設建設費、合併処理浄化槽の建設費に係る内容で

ございます。15節工事請負費につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。不

用額の15節工事請負費につきましては、事業確定に伴う執行残でございます。 

 ３款１項公債費、１目元金、長期債償還金元金です。 

 ２目利子、長期債償還金の利子でございます。 

 ４款１項１目予備費、この科目につきましては執行しておりませんので、不用額となっ

てございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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。 

 これより認定第８号を採決いたします。 

 認定第８号を原案のとおり認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、認定第８号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第９ 認定第９号 

〇田村議長 日程第９、認定第９号 平成24年度浦幌町簡易水道特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 認定第９号 平成24年度浦幌町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につ
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いて、あわせて説明資料55ページから58ページをごらんおき願います。 

 地方自治法第233条第３項の規定により、平成24年度浦幌町簡易水道特別会計歳入歳出決

算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 平成25年９月２日提出、浦幌町長。 

 別冊の決算書をごらんください。平成24年度浦幌町簡易水道特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額４億8,652万1,326円、２、歳出総額４億8,198万

4,755円、３、歳入歳出差引額453万6,571円、４、翌年度へ繰り越すべき財源、繰越明許費

繰越額15万2,000円、５、実質収支額438万4,571円。 

 この会計は、浦幌町簡易水道における施設の建設及び維持管理をする特別会計でござい

ます。主な内容及び事業効果につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 １ページをごらん願います。平成24年度簡易水道特別会計歳入歳出決算書は、省略させ

ていただきます。 

 ３ページをお開き願います。平成24年度簡易水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書、

歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目簡易水道費負担金、旧オベトン川総合流

域防災事業に伴う水道移設工事及び消火栓移設に係る工事負担金でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料、１節現年度分、収入未済額につ

きましては、402件、115人分です。２節滞納繰越分、収入未済額につきましては、301件、

40人分です。 

 ２項手数料、１目簡易水道手数料、この科目につきましては新設22件、改造４件の内容

でございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目簡易水道事業費補助金、簡易水道事業における

国庫補助金で、配水管新設工事及び浄水場設備更新工事などに係る内容でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、一般会計からの繰入金でござい

ます。 

 ５款１項１目繰越金、前年度繰越金でございます。 

 ６款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目過料、執行しておりませんので、説明を

する事項はございません。 

 ２項１目雑入、１節雑入、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金等の内容でござい

ます。２節仮払消費税還付金、消費税の還付金でございます。 

 ７款１項町債、１目簡易水道事業債、水道施設整備に係る事業債でございます。 

 次のページをお開き願います。歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

簡易水道事業に係る人件費などの一般管理費でございます。14節使用料及び賃借料につき

ましては、説明資料に記載のとおりでございます。不用額の11節需用費につきましては、

水道料金帳票印刷代などの執行残でございます。 

 ２目施設管理費、簡易水道施設における維持管理に係る経費でございます。11節需用費、

13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費及び18節備品購入費につきましては、
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説明資料に記載のとおりでございます。不用額の11節需用費につきましては浄水場施設の

薬品など消耗品の執行残で、12節役務費につきましては汚泥処理に係る産廃処理手数料な

どの執行残でございます。 

 ２款１項事業費、１目給水事業費、この科目につきましては浦幌町簡易水道における配

水管の新設及び浄水場設備の更新と量水器取りかえ工事などに係る内容でございます。

13節委託料、15節工事請負費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料に

記載のとおりでございます。不用額の15節工事請負費につきましては、事業確定における

執行残でございます。19節負担金、補助及び交付金につきましては、道営畑総整備事業の

負担金確定に伴う執行残でございます。 

 ３款１項公債費、１目元金で長期債償還金元金でございます。 

 ２目利子、長期債償還金利子でございます。不用額の23節償還金、利子及び割引料につ

きましては、償還金利率の確定による残額でございます。 

 ４款諸支出金及び５款予備費につきましては、執行しておりませんので、不用額となっ

てございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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。 

 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 平成22年度に簡易水道の見直しということで、おおむね12％前後の改定内容

であったと思われますが、その辺ちょっと確認をさせていただきたいと思います。あわせ

て24年度の決算において水道水量と水道料金が改定前と比較した場合、決算状況はどのよ

うになっているのかちょっと伺っておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 水道業務係長。 

〇志賀施設課水道業務係長 ただいまのご質問にお答えします。 

 まず、水量でございますが、平成21年度実績といたしまして配水量が58万5,670トン、平

成24年度実績といたしまして59万9,851トン、１万4,181トンの増となっており、率にいた

しまして2.4％となっております。 

 続きまして、水道料金でございますが、平成21年実績、現年分調定額でございますが、

１億6,943万3,190円、平成24年度で１億5,203万2,197円、1,740万993円の減、率にいたし

まして10.3％の減となっております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 今るる詳細にわたって数字を挙げていただいたわけですが、以前一般質問の

中でさせていただいた段階の中で平成26年３月31日との答弁であったわけでございますけ

れども、その中で水道審議会開催の予算が計上されているわけですが、水道料金の改定に

向けた審議というものをされていると思われますが、審議会においての進捗状況をお聞か
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せいただきたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 ただいまのご質問、水道審議会、今年度予算組んだので、進捗状況とい

うことだと思いますが、今の水道料金が22年４月１日から26年３月31日までの期間の設定

ということになっていまして、当初予算のときにちょっと申し上げましたが、今年度で終

わりというような設定になっています。 

 それで、今の審議会の関係だったのですが、上下水道審議会というのがありまして、こ

れは15名の編成で行っています。審議委員会が第１回、８月の30日に開催いたしまして、

構成員は各地区の連合区長会の代表ですとか商工会、あと女性連、農協、漁組などの代表

の方に出ていただいております。第１回目をやりましたが、その中身といたしましては、

特別会計ですので、その財政的な状況ですとか、あと会計収支の推計、また起債の償還状

況、また十勝管内の状況などについても審議いたしました。それで、審議会は全部で３回

の予定をしてございます。それで、１回目終わりましたが、これから２回、３回と行うわ

けですけれども、審議会の中で改正するとなった場合には12月の町議会定例会の条例改正

というのが必要になってきます。今後その日程に向けて改正すべきかどうか、それに向け

て審議をいただくことになるということになっているような状況でございます。 

 それで、二瓶議員言われた去年質問された水道料金にかかわって基本料金ですとか、あ

と高齢者とかひとり世帯ですか、そこに配慮しての水道料金はということがありましたの

で、そういうことも含めまして審議していく予定でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 今後もまた２度目、３度目という形の中で審議会をやられるということです。

審議会においては、慎重審議、十分な協議はされると思いますが、その審議会の意見とい

うのは十分に尊重していかなければならないと思います。そういった中で、最後に町長に

ちょっとお伺いしたいと思いますけれども、本町においての水道料というのは管内でも本

当に成績優秀といいますか、トップをいっている料金。こんな中で、ふだん申し上げられ

ている本当に住みやすい町、住んでよかった町、そしてまたぜひ浦幌にという中で、どう

しても日常生活に欠かすことのできない水、これらをもって考えるときに、当然審議会の

皆さんの意見というのは尊重はしなければならないことですが、町長としていかがなお考

えなのか最後に伺っておきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 簡易水道特別会計、今説明させていただいたとおりでありますけれども、水

道料が高いというお話をされていましたけれども、まさに管内の中では高いところに位置

しているということは事実であります。ご存じのとおり、浦幌町は広大な面積を持ってお



                                             － 36 － 

りまして、また地域が点在しているということの中で簡易水道、設備投資を当然しなけれ

ば安全、安心な水道を供給できないということでありまして、そういう中で特別会計であ

りますから、本来であれば独立採算というのが基本でありますけれども、ごらんのとおり、

決算資料でも見ていただきましたとおり一般会計の繰入金が大きなものになっています。

それで、３年から４年ごとに見直しを図っていかないとならないということでありまして、

前回は12.5％の料金の値下げをさせていただきました。これも４年推計の中で何とか赤字

補填をしないで済むような状況になるのかなということで見ておりましたけれども、ただ

予想以上の設備投資をせざるを得ないという状況もありまして、そういうことにはなりま

せんでした。今上下水道の審議会の中でいろいろ審議をいただいているわけでありますけ

れども、その中で資料を出させていただきました。その中で、４年間の赤字といいますか、

特別会計の中で一般会計の繰出金がどのような状態になっているのかということもお話を

させていただきまして、審議委員の皆さんに中身のご理解をいただきながら、これから審

議会でどのように設定をしていくのかということを進めていきたいなというふうに思って

いるところであります。そういう意味では、大変状況として厳しい状況があるということ

を数字の上で審議会の皆さんに示させていただきました。今後審議会の皆さんの中のご意

見をいただきながら、この料金設定についてやはり３年、４年ぐらいで改定していかなけ

ればまた大きな改定をしなければならなくなるという可能性もありますので、できるだけ

本年度、来年度以降改定に向けて審議を進めてまいりたいというふうに思っているところ

であります。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。よろしいですか。 

（「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。 

 これより認定第９号を採決いたします。 

 認定第９号を原案のとおり認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、認定第９号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 再開は、あす11日午前10時といたします。 

散会 午後 ２時０５分 


