
平成１９年第１回浦幌町議会定例会（第５号） 
 
平成１９年３月１４日（水曜日） 

開議 午前１０時００分 
閉会 午後 ２時０５分 

 
〇議事日程 
 日程第 １ 議案第３２号 平成１９年度浦幌町老人保健特別会計予算 
 日程第 ２ 議案第３３号 平成１９年度浦幌町介護保険特別会計予算 
 日程第 ３ 議案第３４号 平成１９年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算 
 日程第 ４ 議案第３５号 平成１９年度浦幌町公共下水道特別会計予算 
 日程第 ５ 議案第３６号 平成１９年度浦幌町個別排水処理特別会計予算 
 日程第 ６ 議案第３７号 平成１９年度浦幌町簡易水道特別会計予算 
 日程第 ７ 諸般の報告（議長） 
 日程第 ８ 行政報告（町長） 
 日程第 ９ 議案第１２号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について 
              （北栄地域会館） 
 日程第１０ 議案第１３号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について 
              （南町福祉館） 
 日程第１１ 議案第１４号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について 
              （宝町福祉館） 
 日程第１２ 議案第１５号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について 
              （光南福祉館） 
 日程第１３ 議案第１６号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について 
              （浦幌町営公衆浴場） 
 日程第１４ 同意第 １号 浦幌町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求 
              めることについて 
 日程第１５ 発議第 １号 平成１９年度酪農畜産政策・価格対策に関する要望意見書 
              の提出について 
 日程第１６ 発議第 ２号 所管事務調査について 
 
〇出席議員（１５名） 
    １番  森     秀  幸     ２番  杉  江     博 
    ３番  福  原  仁  子     ４番  差  間  勝  男 
    ５番  河  内  富  喜          ６番  野  村  俊  博 
    ７番  岡  田  愛  啓          ８番  阿  部     優 
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    ９番  高  橋  利  一    １０番  田  村  寛  邦 
      １１番  松  井     泉        １２番  森     啓 之 介 
      １４番  島  田  辰  彦（午後１時００分～出席） 
   １５番    山  田  道  夫        １６番  水  沢  一  広 
 
〇欠席議員（１名） 
      １３番  岸  田  武  雄 
 
〇出席説明員 
     町    長   八    木    忠    宏 
     助    役   安  藤  忠  司 
     総 務 課 長   山  田  行  博 
          まちづくり 
          政 策 課 長      佐  藤  芳  雄 

          町 民 課 長      亀  山     昇 
     保健福祉課長   上  村  健  二 
          産 業 課 長      中  川  哲  朗 
     施 設 課 長   前  田  治  紀 
     上浦幌支所長   田  中  邦  夫 
     出 納 室 長   経  堂  岩  夫 
          診療所事務長      鈴  木  宏  昌 
          総 務 課 
          財 政 係 長      獅 子 原  将  文 

 
    教育委員会 
     教育委員長   岡  崎  浩  明 
          教  育  長      大  谷  宣  征 
     教 育 次 長   後  藤  秀  彦 
 
    農業委員会 
          会    長      塚  田     実 
          事 務 局 長      河  村  七五三喜 
 
    監   査 
     代表監査委員   石  丸  晴  朗 
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〇出席議会事務局職員 
     局    長   門  馬  孝  敬 
     議 事 係 長   増  子  礼  子 
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開議 午前１０時００分 
    ◎開議の宣告 
〇水沢議長 ただいまの出席議員は14名です。 
 13番、岸田議員は家事都合のため欠席、14番、島田議員は病気検査のため午後１時まで

欠席する旨の通告がありました。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 議事については、配付しております日程表により進めますので、よろしくお願いをいた

します。 
 
    ◎日程第１ 議案第３２号 
〇水沢議長 日程第１、議案第32号 平成19年度浦幌町老人保健特別会計予算を議題とい

たします。 
 提案説明を求めます。 
 町民課長。 
〇亀山町民課長 議案第32号 平成19年度浦幌町老人保健特別会計予算。 
 平成19年度浦幌町の老人保健特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８億8,877万6,000円と定める。 
 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よる。 
 平成19年３月５日提出、浦幌町長。 
 この会計は、被保険者1,045人の老人保健医療制度に係る医療費収支の会計を処理する特

別会計でございます。 
 なお、老人保健特別会計予算説明資料は、各会計予算説明資料の35ページと36ページに

記載のとおりですので、ご参照願います。 
 ２ページの第１表は省略させていただきます。 
 ４ページをごらん願います。歳入歳出予算事項別明細書、１の総括は省略させていただ

きます。 
 ６ページをごらん願います。２、歳入、１款１項支払基金交付金、１目医療費交付金、

本年度予算額４億5,543万1,000円、この目は窓口負担３割の方に係る老人保健医療諸費の

全額と窓口負担１割の方に係る老人保健医療諸費の12分の６に対する医療保険各法からの

現年度分及び過年度分の交付金でございます。 
 ２目審査支払手数料交付金、本年度予算額302万4,000円、この目は老人保健医療費事務

経費に対する医療保険各法からの現年度分及び過年度分の交付金でございます。 
 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目老人医療費負担金、本年度予算額２億8,685万4,

000円、この目は窓口負担１割の方に係る老人保健医療費に対する現年度分及び過年度分の
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国庫負担金でございます。 
 ３款道支出金、１項道負担金、１目老人医療費負担金、本年度予算額7,171万4,000円、

この目は窓口負担１割の方に係る老人保健医療費に対する現年度分及び過年度分の道負担

金でございます。 
 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額7,174万8,000円、

この目は窓口負担１割の方に係る老人保健医療費に対する一般会計からの繰入金でござい

ます。 
 ５款１項１目繰越金、本年度予算額1,000円、この目は前年度からの繰越金でございます。 
 ６款諸収入、１項延滞金及び加算金、１目延滞金、本年度予算額1,000円、この目は不正

利得等徴収金が納付期日までに納付されない場合に係る延滞金の科目でございます。 
 ２目加算金、本年度予算額1,000円、この目は不正利得等徴収金返納金に係る加算金の科

目でございます。 
 ２項雑入、１目第三者納付金、本年度予算額1,000円、この目は交通事故等の第三者行為

に伴う納付金を受け入れる科目でございます。 
 ２目返納金、本年度予算額1,000円、この目は医療機関の不正請求等があった場合に不正

利得等徴収金を返納してもらうための科目でございます。 
 なお、預金利子につきましては、廃項、廃目整理とさせていただきます。 
 ８ページをごらん願います。３、歳出、１款１項医療諸費、１目医療給付費、本年度予

算額８億7,400万円、この目は老人保健受給者が医療機関にかかった場合、その医療費の一

部である１割もしくは３割を本人が支払い、残りの費用は老人保健会計が負担する医療給

付費でございます。国保連合会と支払基金を通じて各医療機関に支払われます。 
 ２目医療支給費、本年度予算額1,171万円、この目は老人保健受給者がやむを得ない理由

により一たん全額自己負担したときに市町村負担分を支払う場合や整骨院にかかった場合、

はり、きゅうなどの施術を受けたときの費用やコルセットなどの治療用装具の費用などに

ついて一部負担金を除いた額と高額医療費の支払いに係る経費でございます。 
 ３目審査支払手数料、本年度予算額305万8,000円、この目は老人保健医療の診療報酬明

細書の審査機関である国保連合会と支払基金に対し、診療報酬明細書の枚数に応じて支払

う審査支払手数料でございます。 
 ２款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目償還金、本年度予算額1,000円、この目は過

年度の医療給付費の精算に伴い償還するための科目でございます。 
 ２目還付金、本年度予算額2,000円、この目は不正利得徴収金に過誤があったときに還付

するための科目でございます。 
 ２項繰出金、１目他会計繰出金、本年度予算額2,000円、この目は過年度分の老人保健医

療給付費の精算確定に伴い、一般会計からの繰入金を返還するために繰り出しを行う科目

でございます。 
 ３款１項１目予備費、本年度予算額3,000円、この目は予備の支出に備えるための科目で
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ございます。 
 以上で議案第32号 平成19年度浦幌町老人保健特別会計予算についての説明を終了させ

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。 
〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切らさせていただきます。 
 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 討論なしと認めます。 
 これより議案第32号を採決いたします。 
 お諮りいたします。議案第32号を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 
〇水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。 
 
    ◎日程第２ 議案第３３号 
〇水沢議長 日程第２、議案第33号 平成19年度浦幌町介護保険特別会計予算を議題とい

たします。 
 提案説明を求めます。 
 町民課長。 
〇亀山町民課長 議案第33号 平成19年度浦幌町介護保険特別会計予算。 
 平成19年度浦幌町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億9,338万4,000円と定める。 
 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よる。 
 平成19年３月５日提出、浦幌町長。 
 この会計は、介護保険の運営及び介護給付費、収支並びに地域包括支援センターの運営

を会計処理する特別会計でございます。 
 平成19年度の介護保険特別会計は、予算総額で対前年度比2,138万4,000円、4.5％の伸び

を示しておりますが、この主な要因としては浦幌町地域包括支援センターの運営に要する

経費が予算の歳入歳出に計上されたことによるものでございます。 
 なお、介護保険特別会計予算説明資料は、各会計予算説明資料の37ページから40ページ

に記載のとおりですので、ご参照願います。 
 ２ページの第１表は省略させていただきます。 
 ４ページをごらん願います。歳入歳出予算事項別明細書、１の総括は省略させていただ
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きます。 
 ６ページをごらん願います。２、歳入、１款１項介護保険料、１目第１号被保険者介護

保険料、本年度予算額7,074万8,000円、この目は65歳以上の第１号被保険者の方から納め

ていただく介護保険料でございます。 
 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、本年度予算額7,604万4,000

円、この目は介護保険事業に係る保険給付費の20％もしくは15％が国から交付されるもの

でございます。 
 ２項国庫補助金、１目調整交付金、本年度予算額3,250万2,000円、この目は原則として

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や所得段階の構成割合が全国平均と比較して多い場合は５％を超えて

交付され、逆に全国平均より少ない場合は５％を下回って交付されることになっておりま

す。 
 ２目地域支援事業交付金、本年度予算額298万3,000円、この目は地域支援事業のうち介

護予防事業については対象経費の25％、任意事業については対象経費の40.5％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、本年度予算額6,670万2,000円、

この目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、本年度予算額2,000円、この目は３年間の中期

財政運営期間において収納率の悪化による保険料不足や給付費の増加による財源不足によ

る財政収支の不均衡が生じる場合に資金の交付を受けるものでございます。 
 ３項道補助金、１目地域支援事業交付金、本年度予算額149万1,000円、この目は地域支

援事業のうち介護予防事業については対象経費の12.5％、任意事業については対象経費の2

0.25％が交付されるものでございます。 
 ４款１項支払基金交付金、１目介護納付費交付金、本年度予算額１億3,615万9,000円、

この目は介護保険事業に係る保険給付費の31％が社会保険診療報酬支払基金から交付され

るものです。なお、この交付金の財源は、医療保険各法からの拠出金になります。 
 ２目地域支援事業交付金、本年度予算額114万7,000円、この目は地域支援事業のうち介

護予防事業については対象経費の31％が交付されるものでございます。 
 ５款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額１万円、この目

は介護給付費準備基金に係る利子でございます。 
 ８ページをごらん願います。６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本

年度予算額１億120万5,000円、この目は介護給付費繰入金として介護保険事業に係る保険

給付費の12.5％、地域支援事業費のうち介護予防事業については12.5％、任意事業につい

ては20.25％を市町村負担分として一般会計より繰り入れするものと、職員給与費等繰入金

として介護保険事業に係る職員４名の人件費を一般会計より繰り入れするもの及び事務費

繰入金として介護保険事業に係る事務経費を一般会計より繰り入れするものでございます。 
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 ２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金、本年度予算額435万6,000円、この目は第

３期介護保険事業計画に従い第１号被保険者介護保険料の基準額を据え置くために介護保

険給付費準備基金を取り崩して繰り入れるものでございます。 
 ７款１項１目繰越金、本年度予算額３万円、この目は前年度からの繰越金でございます。 
 ８款諸収入、１項延滞金及び過料、１目第１号被保険者延滞金、本年度予算額1,000円、

この目は第１号被保険者介護保険料に係る延滞金でございます。 
 ２目第１号被保険者過料、本年度予算額1,000円、この目は過料を科した場合の科目でご

ざいます。 
 ２項雑入、１目第三者納付金、本年度予算額1,000円、この目は第三者行為に伴う納付金

の科目でございます。 
 ２目返納金、本年度予算額1,000円、この目は介護保険施設等からの不正請求等があった

場合に不正利得等徴収金を返納してもらうための科目でございます。 
 ３目雑入、本年度予算額1,000円、この目はその他雑入の科目でございます。 
 預金利子は、廃項、廃目整理とさせていただきます。 
 10ページをごらん願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度予算額1,186万6,000円、この目は介護保険事業に係る人件費及び事務経費でござい

ます。減額の主なものといたしましては、人事異動による職員の入れかえ及び人件費１名

分を４款１項地域支援事業費、３目包括的支援事業費に組みかえたことにより、749万1,0

00円減の内容です。 
 ２項１目賦課徴収費、本年度予算額78万7,000円、この目は介護保険料の賦課及び徴収に

係る経費でございます。 
 ３項１目介護認定審査会費、本年度予算額549万3,000円、この目は東部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。 
 ２目認定調査費、本年度予算額124万8,000円、この目は要介護度の認定調査に要する経

費でございます。 
 ４項１目介護保険運営協議会費、本年度予算額８万4,000円、この目は介護保険運営協議

会４回開催に係る経費でございます。 
 ５項１目趣旨普及費、本年度予算額10万5,000円、この目は第１号被保険者に対する介護

保険制度の趣旨を普及するための経費でございます。 
 12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、本年度予算額9,900万円、２目居宅介護サービス等計画給付費、本年度

予算額1,600万円、３目地域密着型介護サービス等給付費、本年度予算額8,800万円、４目

施設介護サービス等給付費、本年度予算額２億円、１目居宅介護サービス等給付費から４

目施設介護サービス等給付費までのうち２目居宅介護サービス等計画給付費を除き被保険

者が指定事業所から受けたサービス費用のうち９割をこの保険給付費で支払うもので、国

保連合会を通じて各事業者に支払われております。また、２目居宅介護サービス等計画給
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付費は、その全額を保険給付費で支払っております。 
 ５目福祉用具購入費、本年度予算額80万円、６目住宅改修費、本年度予算額200万円、５

目福祉用具購入費及び６目住宅改修費については、原則として被保険者本人が一たん費用

の全額を支払い、申請により保険給付費分として後から９割を被保険者に支払うための経

費でございます。ただし、本町では受領委任払制度により、本町の契約業者であれば被保

険者が一たん費用の全額を支払うのではなく、自己負担の１割だけ支払えばよいという制

度を取り入れております。限度額は、福祉用具購入費は総費用で10万円、住宅改修費は総

費用で20万円となっております。 
 ７目審査支払手数料、本年度予算額42万円、この目は国保連合会へ明細書の審査枚数に

応じて支払う手数料でございます。 
 ２項１目高額介護サービス等費、本年度予算額900万円、この目は介護保険制度において

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支払う経費でございます。 
 ３項１目特定入所者介護サービス等費、本年度予算額2,400万円、この目は居住費または

滞在費及び食費の負担が低所得者の方にとって過重な負担とならないよう所得に応じた低

額の負担限度額を設けることにより、低所得者の負担軽減を図るための経費でございます。 
 ３款１項１目財政安定化基金拠出金、本年度予算額42万3,000円、この目は国、道、保険

者が介護保険計画に基づき算出された保険給付費の0.1％を拠出して財政安定化基金を設

けておりますが、この基金に対する拠出に係る経費でございます。 
 ２目財政安定化基金償還金、本年度予算額1,000円、この目は財政安定化基金から貸し付

けを受けた場合に係る償還金の科目でございます。 
 ４款１項地域支援事業費、１目介護予防事業費、本年度予算額370万1,000円、この目は

要支援、要介護認定者を除き、自立した生活がおく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、一般の高齢者には介護予防のための健

康づくりを行うための経費でございます。 
 14ページをごらん願います。２目任意事業費、本年度予算額252万5,000円、この目は家

庭内における介護に伴い家族が受けるであろう身体的、精神的、経済的負担を軽減し、家

族介護を継続していただくための支援に係る経費でございます。 
 ３目包括的支援事業費、本年度予算額2,778万8,000円、この目は浦幌町地域包括支援セ

ンターの職員２名の人件費及び業務運営に要する経費でございます。地域包括支援センタ

ーの業務は、被保険者が要介護状態になることを予防し、要介護状態等になった場合にお

いても、可能な限り地域において自立した日常生活が営むことができるよう支援するため

地域支援事業を実施するとともに、介護予防支援の実施及び介護報酬の請求事務を行うも

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

介護給付費準備基金を積み立てる科目でございます。 
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 16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

保険者還付金、本年度予算額３万1,000円、この目は過年度にさかのぼって本町の第１号被

保険者の資格を喪失したことによる保険料の還付金及び還付加算金の科目でございます。 
 ２目償還金、本年度予算額1,000円、この目は過年度分の国及び道に対する介護給付費納

付金及び国に対する事務費交付金の償還に係る科目でございます。 
 ２項繰出金、１目他会計繰出金、本年度予算額1,000円、この目は過年度分の保険給付費

の精算確定に伴い一般会計からの繰入金を返還するために繰り出しを行う科目でございま

す。 
 ７款１項１目予備費、本年度予算額10万円、この目は予備の支出に備えるための科目で

ございます。 
 以上で議案第33号 平成19年度浦幌町介護保険特別会計予算についての説明を終了させ

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。 
〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 
 ３番、福原議員。 
〇福原議員 12ページの４目施設介護サービス等給付費２億、前年度対比で2,000万減って

います。それと、昨年度の予算でも5,500万減ってきています。これは、多分個人負担の割

合がふえたために、この予算上では金額的に減ってきていると思うのですが、介護施設に

入っていて、非常に負担割合が個人は多くなってきていると思うのですが、その状態とい

うのでしょうか、年金で賄われない介護サービスを受けている方がいるかなというふうな

想像をしているのですが、その人数等がわかりましたらお聞きしたいのですが。 
〇水沢議長 町民課長。 
〇亀山町民課長 ただいまのご質問にお答えしますが、施設介護サービス等給付費の減に

ついてなのですが、これにつきましては平成17年10月から食費、そして居住費については

保険給付の対象から外されることになりました。それで、保険給付費そのものの減額が続

いております。また、先ほどの質問の中で、いわゆる低所得者というふうに私は聞いたわ

けですが、そういう方が年金でこの給付費を支払えない、自己負担を支払えない方はどの

くらいいるのかということについての人数的なことはちょっと私どもの方で掌握してござ

いませんが、いわゆる低所得者の方につきましては、３項１目の特定入所者介護サービス

等費で2,400万円、予算を計上しておりますが、この中で居住費、滞在費、食費の負担が低

所得者にとって過重な負担とならないために給付を行っておりますということでの説明を

申し上げたわけですが、利用者負担段階、第１段階から第４段階ということで、それぞれ

第１段階の方であれば１万5,000円、利用者第２段階の方であればまた１万5,000円という

ふうな形で、利用者負担第３段階の方は２万4,600円、利用者負担第４段階の方は３万7,2

00円と、月額これだけの負担はしていただきますが、この部分について負担はしていただ

きますけれども、それ以外の部分については保険給付費の方で見ますよということの中で、

低所得者に対する対応はされているということでご理解いただきたいと思います。 
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〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 私も施設の方にボランティアに行っていますが、おむつ等の使用の割合とい

うのでしょうか、そういったものがふえてきているのです。それで、多分これも個人負担

の部分で賄われながら、すべてがいろんなサービスの中から出ているかどうか、ちょっと

私の段階ではわかりませんが、なるべく費用のかからない介護サービス、心のこもったサ

ービスを提供していくのがやはり施設の経営というか、運営されている方の役目ではない

かというふうに思っております。入所者もそうなのですが、いろんな面で予算が逼迫して

きますと、今度働いている方の人数の人件費の削減にも手をつけながらいろいろとやって

いるような話も聞こえてくるわけですが、そういったものも個人の負担が締めつけになれ

ばなるほど、使用されている側のいろんな面での弊害みたいのが起きてきて、大変な状態

になっていくのではないかなというふうに思います。それで、できるならばみんながこう

いう施設を利用している方、ボランティアも含めて、なるべく費用のかからない状態に持

っていくのがベストではないかなというふうに思っています。これは、国の政策でこのよ

うにいろんなことが来るものですから、１町でこういうことを申し上げても、なかなかう

まくはいかないと思いますが、ボランティア活動も含めて、町民の皆さんもこれだけ介護

施設が浦幌町はたくさんありますので、ぜひともスムーズな運営をされていくような配慮

をしていただきたいというふうに思っています。 
 利用者負担の件につきましては、わかりました。段階的に負担の割合もふえていくとい

うことで、これからも全国的に利用のしづらい施設がふえていく。在宅介護の方にウエー

トが置かれていくということは、昔老人は家でじっと辛抱していたという状態に戻ってい

くのかなというふうに考えられるわけですが、65歳の介護保険料も必ず取られますので、

その辺なんかも高齢者の負担が本当にダブルパンチで来るということでございますので、

最後に65歳の高齢者の人口割、パーセンテージをちょっとお伺いして、質問を終わります。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 私の方でお答えさせていただきます。 
 18年２月末でございますが、65歳以上の人口が1,874人、高齢化率が30.59％になってお

ります。 
 以上でございます。よろしくお願いします。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 同じく12ページ、１項の６目について、住宅改修費です。これは、例えば住

宅改修をした時期、不幸にしてお亡くなりになったとか、そういう場合の対応というか、

返済とか、そういうことは生じないのでしょうか。ちょっと私も調べ切れなくてわからな

いので、教えてください。 
〇水沢議長 町民課長。 
〇亀山町民課長 住宅改修費ということで給付した方が不幸にしてお亡くなりになったと

いった場合についての返還ということでとらえてよろしいでしょうか。それで、住宅改修

 11



費は介護認定された段階で居宅でいる場合に段差の解消だとか手すりだとかということで

の設置をするもの、そういう改修でございます。当然設置した段階では存命であったとい

うことでございますので、その後亡くなられたということについては、そこに返還だとか

ということはありません。ですから、そのとき設置した段階で、確かにそれを利用されて

いる方がいらっしゃったわけですから、そこでは利用されていると、保険給付の目的は達

成されているということで、その後不幸にしてお亡くなりになられたとしても、その部分

についての、いわゆる９割付これを返してもらうというようなことはございません。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 毎年何戸かという報告はされてきていますけれども、この制度が始まってど

のぐらいか私も確認できませんけれども、過去にこの住宅改修という名目で対象になった

件数、どのぐらいか、ちょっとおわかりになれば。 
〇水沢議長 町民課長。 
〇亀山町民課長 大変申しわけございませんが、そういう給付の実績について調査してお

りませんので、ちょっとお答えできかねます。 
〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切らさせていただきます。 
 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 討論なしと認めます。 
 これより議案第33号を採決いたします。 
 お諮りいたします。議案第33号を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 
〇水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。 
 
    ◎日程第３ 議案第３４号 
〇水沢議長 日程第３、議案第34号 平成19年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算を議

題といたします。 
 提案説明を求めます。 
 診療所事務長。 
〇鈴木診療所事務長 議案第34号 平成19年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算。 
 平成19年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億２万9,000円と定める。 
 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に
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よる。 
 平成19年３月５日提出、浦幌町長。 
 本特別会計予算につきましては、町立診療所運営に係る費用予算でございます。 
 ２ページ、第１表、歳入歳出予算につきましては省略をさせていただきます。 
 ４ページ、歳入歳出予算事項別明細書、１、総括につきましては省略をさせていただき

ます。 
 ６ページをお開き願います。２、歳入、１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金、本年度予算額１億3,104万9,000円、前年度比1,019万8,000円の増でございます。 
 ２款１項１目繰越金、本年度予算額50万、前年度比同額でございます。 
 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入、本年度予算額１億6,832万、前年度比1,384万の減

でございます。１節保険診療収入から６節その他診療収入にかかわりましては、説明資料4

1ページに記載をしてございますので、よろしくお願いしたいと思います。 
 ２項雑入、１目雑入、本年度予算額15万円、前年度比6,000円の減でございます。 
 ２目過年度収入、本年度予算額１万円、前年度と同額の内容でございます。 
 ３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費、本年度4,196万2,000円、本科目につ

きましては診療所の事務管理及び施設維持管理に要する費用予算でございます。主な増減

内容でございますけれども、人件費の増のほかには９節旅費にかかわりまして５万4,000

円の増、このことにつきましては19年度全国自治体病院協議会全国大会が札幌市で開催さ

れるということになりましたので、その出席旅費にかかわるものでございます。11節需用

費30万8,000円の増でございますけれども、この中で特に燃料費にかかわりまして、単価変

動に伴う32万2,000円の増でございます。13節委託料17万3,000円の前年度比増でございま

すけれども、保守業務委託料の中に電気工作物保安管理業務委託がございます。その中に

は、本年度隔年で実施いたします非常用設備点検業務を加えてございますので、その関係

上20万5,000円の増となっております。なお、この13節委託料につきましては説明資料42

ページに記載をしてございます。８ページをおめくり願います。19節負担金、補助及び交

付金、前年度比４万5,000円の増となっておりますけれども、先ほど旅費の関係でもご説明

させていただきました全国自治体病院協議会北海道支部負担金の関係の中では、全国大会

が札幌市で開催する形の中で２万5,000円の増ということでの内容となっております。 
 ２目医業費、本年度１億8,091万4,000円、本科目につきましては診療業務に係る人件費、

医薬材料費等の費用予算の内容となっております。主な増減内容につきましては、人件費

増のほかに７節賃金139万1,000円の増となっておりますけれども、説明の中での技師賃金

につきましては前年度比30万の増となっております。この関係につきましては、放射線技

師に係る休暇取得時の代替技師の確保の中身での内容となっております。また、看護師等

賃金につきましても113万6,000円の増というふうになってございます。９節旅費につきま

しては、前年度比82万9,000円の増となっております。この関係につきましては、医師の学

会の出席並びに産業医講習にかかわる旅費、かつ放射線技師の道外研修にかかわる旅費の
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増という内容になっております。11節需用費、この関係につきましては前年度比243万円の

減となっております。特に医薬材料費の中で前年度比240万円の減を見込んでございます。

13節委託料から18節備品購入費につきましては、説明資料42ページに記載をしてございま

すけれども、その中で特に13節委託料の中で管理業務委託料222万4,000円の増となってお

りますけれども、これにつきましては新年度より施設の清掃について委託業務を行う内容

でございます。また、説明の中にございませんけれども、増減の中で委託料全体で839万7,

000円の減となっております。この主な減の内容につきましては、前年度比の中で遠隔医療

解析委託料が1,000万の減といった内容になってございます。これは、期間満了に伴う減で

ございます。 
 次に、10ページをおめくりいただきたいと思います。２款１項公債費、１目元金、本年

度7,248万7,000円、132万2,000円の増でございます。償還金利子及び割引料の中での長期

償還金、元金の返済の内容でございます。 
 ２目利子、本年度461万6,000円、132万2,000円の減でございます。長期償還にかかわる

利子の内容でございます。 
 ３款１項１目予備費、本年度５万円、前年度と同額の内容でございます。 
 11ページをごらんおき願います。債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前

年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書、

番号Ａ―１、区分、画像読み取り装置システム賃借料、番号Ａ―２、区分、デジタル超音

波診断装置賃借料、限度額、それぞれ1,110万、717万6,000円、前年度末までの支出見込額、

期間、それぞれ平成17年度から18年度、平成18年度、金額420万8,000円、131万6,000円、

本年度予算額、再掲でございますけれども、金額210万5,000円と143万6,000円、当該年度

以降の支出予定額、期間、平成19年度から平成21年度、金額はそれぞれ631万2,000円、58

6万円、左の財源内訳といたしまして、特定財源の中でのその他、それぞれ631万2,000円、

586万円でございます。 
 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見

込みに関する調書、区分、浦幌町立診療所建設等事業債、前々年度末現在高３億4,117万7,

000円、前年度末現在高見込額２億7,001万3,000円、当該年度中元金償還見込額7,248万7,

000円、当該年度末現在高見込額１億9,752万6,000円でございます。 
 以上で町立診療所特別会計予算に係ります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。 
〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 
 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 ちょっとお聞かせを願いたいのですが、医業費の中の使用料及び賃貸借料の

ところで遠隔医療システム賃貸借料というのがあるのですが、これはどことの遠隔医療の

あれだったかな、ちょっとお聞かせを願いたいと思います。 
〇水沢議長 診療所事務長。 
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〇鈴木診療所事務長 予算資料の42ページの内容でよろしいでしょうか。 
（「42ページ」の声あり） 

〇鈴木診療所事務長 その中の使用料及び賃借料の遠隔医療システム賃貸借料ということ

だというふうに思います。これにつきましては、東京都内の大学との提携の中で、その遠

隔医療を遂行してきたといった関係がございます。あと、そのシステムの賃貸借がそれに

かかわりまして債務負担行為をお願いした中で、その賃借を図ってきたという内容のもの

でございます。 
 以上です。 
〇水沢議長 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 これは、特定の大学でなくて、どこでもできるというシステムなのですね。 
〇水沢議長 診療所事務長。 
〇鈴木診療所事務長 通信回線を使いながら、いわゆる情報のやりとりが行われるという

中でシステムの設定がございますので、どこでもという形にはなり得ない。特定のところ

との、お互いのシステムを設定しながら行っていくといった内容でございます。 
〇水沢議長 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 例えば今度先生がかわった時点での話なのですけれども、そのときにもしそ

ちらの方の先生方との行き来がある場合にはオーケーなのですけれども、なかった場合に

は、これはある意味むだなシステムではないかなというふうな感じはしたのですけれども、

その辺のところでいかがでしょうか。 
〇水沢議長 診療所事務長。 
〇鈴木診療所事務長 先ほども委託料の中で遠隔医療解析委託料ということで、期間満了

に伴って1,000万の前年度比減ということで説明させていただいておりますけれども、その

関係で18年、19年度におきましても、その部分は減額になったということで、いわゆる提

携が期間を満了したということの内容でございます。 
〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑がないようですので、これで質疑を打ち切らさせていただきます。 
 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 討論なしと認めます。 
 これより議案第34号を採決いたします。 
 お諮りいたします。議案第34号を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 
〇水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。 
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    ◎日程第４ 議案第３５号 
〇水沢議長 日程第４、議案第35号 平成19年度浦幌町公共下水道特別会計予算を議題と

いたします。 
 提案説明を求めます。 
 施設課長。 
〇前田施設課長 議案第35号 平成19年度浦幌町公共下水道特別会計予算。 
 平成19年度浦幌町の公共下水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億597万4,000円と定める。 
 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

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

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 
  （地方債） 
  第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 
 平成19年３月５日提出、浦幌町長。 
 ２ページをお開きください。第１表は省略させていただきます。 
 ４ページをお開きください。第２表、債務負担行為、事項、水洗便所改造等の資金等と

して帯広信用金庫が融資する貸付事業に対する損失補償、期間、平成19年度、限度額150

万円。水洗便所改造等の資金等として浦幌町農業協同組合が融資する貸付事業に対する損

失補償、期間、平成19年度、限度額50万。 
 第３表、地方債、起債の目的、下水道事業債、公共下水道事業債、資本費平準化債、限

度額１億3,180万円、5,580万円、7,600万円、計１億3,180万円、起債の方法、証書借り入

れまたは証券発行、利率５％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、

利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）、償還の方法、政府資金また

は金融機関等の融通条件による。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短

縮し、もしくは繰上償還または低利債に借りかえすることができる。 
 ５ページをお開きください。歳入歳出予算事項別明細書、１、総括は省略させていただ

きます。 
 ６ページをお開きください。この特別会計につきましては、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。 
 ７ページをお開きください。２、歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目公共

下水道費分担金、本年度予算2,000円、公共下水道事業受益者分担金でございます。これに

つきましては、吉野地区の供用開始が平成12年５月から６年たった現在、水洗化率が相当
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伸びているということから、当初予算としては科目の設定としております。２節滞納繰り

越し分については、滞納繰り越し分で計上しております。 
 ２項負担金、１目公共下水道費負担金、本年度予算63万2,000円、公共下水道事業受益者

負担金でございます。２節滞納繰り越し分、これは前年度までの滞納分でございます。 
 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目公共下水道使用料、本年度予算7,105万円、こ

れにつきましては説明資料43ページに記載のとおりでございます。２節滞納繰り越し分に

ついても同じでございます。 
 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道事業費補助金、本年度予算額6,050万円、

公共下水道事業費補助金でございます。これにつきましては、終末処理場脱水機増設事業

に係る補助金でございます。 
 ８ページをお開きください。４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、

本年度予算1,000円、水洗便所等資金貸付金預託金利子でございます。これにつきましては、

帯広信用金庫の150万円、浦幌農協の50万円の内容でございます。 
 ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額１億3,948万7,000

円、これにつきましては一般会計からの繰入金でございます。 
 ６款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、本年度予算額50万円、これにつきましては前年

度繰越金でございます。 
 ７款諸収入、１項延滞金及び過料、１目延滞金、これにつきましては延滞金の内容でご

ざいます。 
 ２目過料、これにつきましても過料の内容でございます。金額1,000円でございます。 
 ２項貸付金元利収入、１目貸付金元利収入、本年度予算額200万円、これにつきましては

水洗便所等貸付金元金収入でございます。帯広信用金庫150万円、浦幌農協50万円の内容で

ございます。 
 ８款町債、１項町債、１目公共下水道債、本年度予算額１億3,180万円、これにつきまし

ては公共下水道債5,580万円、資本費平準化債7,600万円の内容でございます。 
 10ページをお開きください。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度予算額255万円、この目につきましては公共下水道運営に要する経費の内容でありま

す。減の主なものといたしましては、公課費の200万円の内容でございます。８節報償費、

これにつきましては前納報償金の内容でございます。11節につきましては、納入通知書及

び封筒、検針票の内容でございます。14節使用料及び賃借料、これにつきましては水道料

金システムソフトの借上料でございます。負担金、補助及び交付金、これにつきましては

下水道協会負担金、下水道推進協議会負担金の内容でございます。公課費については、消

費税の内容となっております。 
 ２目普及推進費、本年度予算額203万1,000円、この目につきましては水洗化に向けて普

及推進に係る経費の内容であります。減の主なものとしましては、貸付金の100万円でござ

います。12節役務費、これについては融資事務取り扱い手数料３万円でございます。21節
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貸付金につきましては、信用金庫150万円、浦幌農協50万円の内容となっております。 
 続きまして、１款総務費、２項施設管理費、１目管渠管理費、本年度予算313万9,000円、

この目につきましては敷設汚水管渠の維持管理の経費の内容であります。増の主なものに

つきましては委託料25万6,000円、減の主なものにつきましては修繕料50万円でございます。

需用費につきましては、説明資料44ページの内容のとおりでございます。13節委託料につ

きましては、説明資料44ページの内容のとおりでございます。 
 続きまして、２目処理場管理費、本年度予算3,183万6,000円、この目につきましては終

末処理場の維持管理の経費の内容であります。増の主なものといたしましては、人件費27

万3,000円、燃料費56万4,000円等でございます。13節委託料につきましては、説明資料44

ページの内容のとおりでございます。18節備品購入費につきましても、説明資料44ページ

のとおりの内容でございます。 
 ２款事業費、１項下水道建設費、１目下水道建設費、この目につきましては公共下水道

の建設工事に係る経費の内容であります。本年度につきましては、終末処理場脱水機増設

工事を行う内容となっております。本年度予算につきましては１億2,020万2,000円でござ

います。15節工事請負費につきましては、説明資料44ページの内容のとおりとなっており

ます。 
 ３款公債費、１項公債費、１目元金、本年度予算１億5,679万6,000円、これにつきまし

ては長期債償還元金の内容でございます。 
 ２目利子、これにつきましても長期債償還利子の内容でございます。利子、本年度予算

額につきましては8,937万円の内容でございます。 
 ４款予備費、１項予備費、１目予備費、本年度予算額５万円、これにつきましては予備

費の内容になっております。 
 14ページをお開きください。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当

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

高24億1,498万7,000円、前年度末現在高見込額23億6,171万6,000円、当該年度中起債見込

額１億3,180万円、当該年度中元金償還見込額１億5,679万6,000円、当該年度末現在高見込

額23億3,672万円。 
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議お願いいたします。 
〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 
 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 下水道建設費に関してでありますが、新たに補修を含める１億1,000万の工事

をするということで、このことは特別とやかく言う要素ではありませんけれども、ただ起

債が１億3,000万ということです。工事費１億1,000万に対して起債が１億3,000万だと。こ

のことは、19年度だけでなくて、ずっとこういうこと続いておりまして、18年度において

も3,700万の工事で8,500万の起債、17年は3,900万の建設費で7,000万の起債、それから16

年においては2,200万の建設費に対して7,900万の起債ということで、常に工事費より、運
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営費も足りなくて、その分も重ねてというか、運営費に関しても借り入れをしてやりくり

するというような見方ができるのですが、非常に大変なやりくり、やることはやらなけれ

ばならない。そのことはわかるのですが、ちょっと考え方、少なくともこの19年度の１億1,

000万の工事に対して１億3,100万借り入れるという考え方をちょっと伺いたいと思います。 
〇水沢議長 施設課長。 
〇前田施設課長 質問にお答えいたします。 
 この町債の公共下水道債の１億3,180万に関しましては、今年度の事業の建設費の１億1,

000万に係るものではございません。今までの借り入れについての毎年の返済額ということ

でのせておりますので、決して１億1,000万に対しての起債償還額ということではございま

せんので、ご理解を願いたいと思います。 
〇水沢議長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 
 

午前１１時０１分  休憩 
午前１１時０２分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 施設課長。 
〇前田施設課長 先ほど答弁申しました内容につけ加えたいと思います。 
 今年度の１億1,000万に対する地方債の関係につきましては、12ページに記載してありま

すとおり、国庫支出金が6,050万、それから地方債につきましては5,580万、これが新たに

起債として借り入れる額でございます。先ほど申しましたけれども、起債償還額の１億3,

180万に対しては、今までの借入金に対しての今年度の返済額ということでご理解願いたい

と思います。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 ちょっと勘違いしているようですが、私の方から説明させていただきます。 
 今年の工事費１億1,000万円に対して、今年の起債額が１億3,180万と多いということの

お尋ねでございます。これは、１億1,000万円に対する借り入れは、この４ページに書いて

おりますけれども、公共下水道事業債として5,580万円であります。そして、過去に借り入

れしている下水道事業債を資本費平準化債という形で借りかえをするという形で、町の負

担を軽減していくということで借りていくのが7,600万ということで、合わせて１億3,180

万円ということになっておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 それを聞きたかったのです。毎年減っていないけれども、借りかえしている

でしょうと。だから、理由があるのでしょうということを聞きたかったのです。それで、

今平準化債、金利の安いのに借りかえているということですよね。そのことの説明をきち

っとしないと、こういうことで工事のための借り入れよりもたくさん起債しているではな
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いかと、こういうことになって、ほかの議員さんはわかっているかもしれないけれども、

私全然わからなかった。多分そうだろうと思って、そのことの考え方を聞かせてほしいと

お願いしたのです。 
 それで、特別会計、普通会計、一般会計もですけれども、一番借金減っていない部門な

のです。これは、しようがないのです、高いお金かけているのですから。15年の年度当初

に26億4,000万あったものが19年当初でも23億6,000万、４年間かけて３億減ったかどうか

なのです。払うお金が６億3,000万あるのに、３億、負債減っていないのです。かかる金か

かるから仕方ないと言うのだけれども、とにかく努力をして、安いお金に借りかえたり、

借り入れする金を少なくする。そういう面では、先ほどの話に戻りますけれども、安い金

利のものに借りかえるのだから、それなりの措置しているのですけれども、一般会計から

繰り入れして、特別会計で一番多額の返済していますよね。ですから、たくさん借りるな

ら、借りないで一般会計から繰り入れて多少辛抱できないのかなという考え方もあると思

うのです。それ以上に安い平準化債を使う方が得だからという考え方なのか、ちょっと伺

いたいと思います。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 私からお答えするのもあれなのですけれども、説明させていただきますけれ

ども、先ほど私は町の負担を軽減していきたいという形で答えさせていただいたと思いま

す。平準化債というのは、期間を繰り延べして、借りている期間を、単年度の負担が重く

なり過ぎないように繰り延べしながら額を下げて、町の単年度負担を軽減していくという

形で繰り延べしていくという内容のものであります。また、利息的に安くなる部分もある

かとも思いますけれども、そういう形で町の単年度負担を軽減していくという形のもので

ありますから、ひとつご理解いただきたいと思います。 
（「一般会計」の声あり） 

〇八木町長 それから、一般会計からの繰り入れ、どうしても収入、料金との関係等もあ

りまして、この関係につきましては２年連続料金を上げさせていただいたという内容のも

のであります。しかしながら、建設費に係る負担が非常に重くのしかかっているというの

も現実であります。そういう中では、やはり町の繰り入れも一定程度以上していかなけれ

ばならないという状況でありますので、ご理解をいただきたいなと思います。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 もう一度確認をさせていただきたいのですが、平準化債は期間を延ばすだけ

で、金利は変わらないのですか。 
〇水沢議長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 
 

午前１１時０８分  休憩 
午前１１時０９分  再開 
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〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 町長。 
〇八木町長 大変失礼いたしました。ちょっと専門的なことも含まれているものですから、

今までの答弁の中で修正される部分も含まれていると思いますけれども、お答えさせてい

ただきたいと思います。 
 この平準化債は、新たな借り入れということで、今まで借り入れしていると返済が前期

に偏って、だんだん後期に減っていくという形になります。その前期の重たい部分を後ろ

に繰り延べしていくという形で、先ほど申し上げた単年度負担を少なくしていくという形

での繰り延べ、これは30年間の借り入れだとすると、やっぱり前期に返済額、平準されま

すから、その山を削って平準化して返していきますよということ。新たな借り入れという

ことで、当初の建設当時のときは、利息が高いものですから、新たな借り入れを起こすと

きは、そのときによって利息は変わりますけれども、現在利率が安いということで利息は

安く設定されているということでございます。 
 大変失礼いたしました。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 説明資料の43ページ、この３番の下水道水洗化率、私どもも水洗化について

はかなり希望を持っているわけでございます。しかしながら、結構資金的なものもかかり

まして、いろいろ考えているわけでございます。この93％、全町の93％ということでしょ

うか。わかれば戸数を、全体の戸数把握していれば、それもあわせて聞きたいと思います。 
〇水沢議長 施設課長。 
〇前田施設課長 この93％につきましては、浦幌市街地区の93％でございます。公共下水

道、吉野と浦幌町でございます。戸数につきましては、今資料が手元にございませんので、

ちょっと掌握をしていないのですが、ということでお答えちょっとできません。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 確かに水洗化するということは、それぞれ確かに上下水道、料金もかかるの

はわかっていますけれども、平成18年度93.2％、今年になってから93.0％と、課長、これ

どうなのですか。下水道水洗化率下がってきたのですか。パーセント違いますよね。18年

度は93.2％、19年、予算ですから、これちょっとした間違いでないかなと思うけれども、

いかがですか。 
〇水沢議長 暫時休憩いたします。 
 

午前１１時１５分  休憩 
午前１１時１５分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 お諮りいたします。ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、これにご異議ありません
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か。 
（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 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１６分  休憩 
午前１１時３０分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 施設課長。 
〇前田施設課長 大変失礼いたしました。説明資料の93％の水洗化率についてのご質問に

お答えしたいと思います。 
 昨年と比べて0.2％減っているのはどうしてかということでございますが、昨年度の率の

計算といたしましては、区域の普及している水洗化の戸数割る区域の人口ということで、

水洗化しているのが3,700割る区域の人口が3,972ということで、率が93.2％ということの

数字になっております。今年度のこの93％につきましては、昨年からそれぞれ普及戸数も

減っておりますし、地区の人口も減っているということから、そういう同じ方法で計算し

ますと、普及の戸数が3,589、地域の人口が3,861、割り返しますと93％ということで、全

体が減っているから、数字上ちょっと不思議に思うのですけれども、結果としてはこうい

う数字になるということでご理解願いたいと思います。 
 失礼いたしました。今言った両方の数字につきましては、人数ということで計算をして

いただければ、今の率になるということでございます。 
〇水沢議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切らさせていただきます。 
 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 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。 
 お諮りいたします。議案第35号を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 
〇水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。 
 
    ◎日程第５ 議案第３６号 
〇水沢議長 日程第５、議案第36号 平成19年度浦幌町個別排水処理特別会計予算を議題
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といたします。 
 提案説明を求めます。 
 施設課長。 
〇前田施設課長 議案第36号 平成19年度浦幌町個別排水処理特別会計予算。 
 平成19年度浦幌町の個別排水処理特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算） 
  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,009万1,000円と定める。 
 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

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

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 
  （地方債） 
  第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 
 平成19年３月５日提出、浦幌町長。 
 ２ページをお開きください。第１表は省略させていただきます。 
 ４ページをお開きください。第２表、債務負担行為、事項、水洗便所改造等の資金とし

て帯広信用金庫が融資する貸付事業に対する損失補償、期間、平成19年度、限度額50万円。

同じく浦幌町農業協同組合が融資する貸付事業に対する損失補償、期間、平成19年度、限

度額200万円。 
 第３表、地方債、起債の目的、下水道事業債、個別排水処理施設整備事業債、限度額1,

460万円、1,460万、起債の方法、証書借り入れまたは証券発行、利率年5.0％以内（ただし、

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

直し後の利率）、償還の方法、政府資金または金融機関等の融通条件による。ただし、町

財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利債に借り

かえすることができる。 
 ５ページをお開きください。歳入歳出予算事項別明細書、１、総括は省略させていただ

きます。 
 この特別会計につきましては、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。 
 ７ページ、２、歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目個別排水処理分担金、

本年度予算額78万円、個別排水処理受益者分担金の内容でございます。 
 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目排水処理施設使用料、本年度予算額827万9,0

00円、１節現年度分の排水処理施設使用料でございます。説明資料45ページの内容のとお

りでございます。２節滞納繰り越し分、使用料滞納繰り越し分の内容でございます。 
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 ３款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、貸付利子収入の内容でござい

ます。 
 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額2,362万9,000円、

一般会計からの繰入金でございます。 
 ５款１項１目繰越金、本年度予算額20万円、前年度繰越金の内容でございます。 
 ８ページをお開き願います。６款諸収入、１項貸付金元利収入、１目貸付金元利収入、

本年度予算額250万円、水洗便所改造等貸付金元金収入の内容でございます。 
 ６款諸収入、２項１目雑入、本年度予算額10万1,000円、仮払い消費税還付金の内容でご

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

理施設整備事業債の内容でございます。 
 ９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、

この目につきましては合併浄化槽の運営に係る経費の内容であります。主な減の内容につ

きましては、消費税の50万円の内容となっております。金額は、本年度予算額77万4,000

円でございます。 
 ２目普及推進費、本年度予算額304万1,000円、この目につきましては合併浄化槽の普及

推進に係る経費の内容でございます。19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明

資料46ページの内容のとおりでございます。 
 １款総務費、２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費、本年度予算額1,687万円、

この目につきましては施設の維持管理に係る経費の内容であります。増の主なものについ

ては、人件費33万2,000円、委託料39万4,000円の内容でございます。13節委託料について

は、説明資料46ページの内容となっております。 
 ２款事業費、１項個別排水処理施設建設費、１目個別排水処理施設建設費、本年度予算

額1,601万5,000円、この目については合併浄化槽10基を新設する内容でございます。15節

工事請負費については、説明資料46ページの内容のとおりでございます。 
 ３款１項公債費、１目元金、本年度予算額908万1,000円、長期債償還元金の内容でござ

います。 
 １項公債費、２目利子、本年度予算額426万円、長期債償還利子の内容でございます。 
 ４款１項予備費、１目予備費、本年度予算額５万円、予備費の内容でございます。 
 12ページをお開き願います。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当

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

年度末現在高２億3,233万1,000円、前年度末現在高見込額２億4,134万9,000円、当該年度

中起債見込額1,460万円、当該年度中元金償還見込額908万1,000円、当該年度末現在高見込

額２億4,686万8,000円。 
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 
〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切らさせていただきます。 
 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 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。 
 お諮りいたします。議案第36号を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 
〇水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。 
 
    ◎日程第６ 議案第３７号 
〇水沢議長 日程第６、議案第37号 平成19年度浦幌町簡易水道特別会計予算を議題とい

たします。 
 提案説明を求めます。 
 施設課長。 
〇前田施設課長 議案第37号 平成19年度浦幌町簡易水道特別会計予算。 
 平成19年度浦幌町の簡易水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算） 
  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億4,530万8,000円と定める。 
 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よる。 
 （地方債） 
 第２条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 
 平成19年３月５日提出、浦幌町長。 
 ２ページをお開き願います。第１表は省略させていただきます。 
 ４ページをお開き願います。第２表、地方債、起債の目的、簡易水道事業債、簡易水道

事業債、限度額2,050万、2,050万、起債の方法、証書借り入れまたは証券発行、利率年５％

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

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

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

は低利債に借りかえすることができる。 
 ５ページをお開き願います。歳入歳出予算事項別明細書、１、総括は省略させていただ

きます。 
 この特別会計は、浦幌町簡易水道施設の維持管理及び建設に係る経費を処理する特別会
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計でございます。 
 ２、歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目簡易水道費負担金、本年度予算額1,

540万円、工事負担金の内容でございます。 
 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料、本年度予算額１億8,042万9,000

円、１節現年度分、水道使用料でございます。２節滞納繰り越し分でございます。説明資

料47ページの内容のとおりでございます。 
 ２項手数料、１目簡易水道手数料、本年度予算額７万円、給水工事設計審査手数料の内

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、本年度予算額680万円、

簡易水道事業費補助金の内容でございます。 
 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の内容で

ございます。金額、本年度予算額１億2,160万8,000円でございます。 
 ８ページをお開き願います。５款１項１目繰越金、本年度予算額50万円、前年度繰越金

の内容でございます。 
 ６款諸収入、１項１目雑入、本年度予算額1,000円、雑入の内容でございます。 
 ７款１項町債、１目簡易水道事業債2,050万、簡易水道事業債の内容であります。 
 ９ページ、３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度予算額2,

910万5,000円、この目につきましては簡易水道事業の運営に係る経費の内容であります。

増の主なものにつきましては、人件費の309万9,000円、減の主なものについては需用費の

９万8,000円の内容でございます。 
 ２目施設管理費、本年度予算額4,824万円、この目につきましては簡易水道６施設の維持

管理に係る経費の内容であります。増の主なものにつきましては、需用費、燃料費でござ

いますけれども、85万1,000円。役務費、手数料でございますけれども、39万5,000円の増。

委託料49万3,000円の増の内容でございます。減の主なものについては、委託料、保守業務

の15万の内容でございます。13節委託料につきましては、48ページの説明資料のとおりで

ございます。 
 ２款事業費、１項事業費、１目給水事業費、本年度予算額5,387万4,000円、この目につ

きましては給水に係る維持管理の経費の内容であります。増の主なものについては、工事

請負費2,840万でございます。減の主なものについては、原材料費の39万円でございます。

15節工事請負費につきましては、説明資料48ページの内容のとおりでございます。 
 ３款公債費、１項公債費、１目元金、本年度予算額１億5,844万9,000円、長期債償還元

金分でございます。 
 ２目利子、本年度予算額5,558万9,000円、長期債償還利子の内容でございます。 
 ４款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目過誤納還付金、本年度予算額1,000円、還付

金の内容でございます。 
 ５款１項１目予備費、本年度予算額５万円、予備費の内容でございます。 
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 12ページをお開き願います。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当

該年度末における現在高見込みに関する調書、区分、簡易水道事業債、前々年度末現在高2

5億5,680万6,000円、前年度末現在高見込額24億453万5,000円、当該年度中起債見込額2,0

50万円、当該年度中元金償還見込額１億5,844万9,000円、当該年度末現在高見込額22億6,

658万6,000円。 
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議お願いいたします。 
〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑はないようですので、質疑を打ち切らさせていただきます。 
 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 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。 
 お諮りいたします。議案第37号を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 
〇水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。 
 
    ◎日程第７ 諸般の報告 
〇水沢議長 日程第７、諸般の報告を行います。 
 ３月５日から13日までの議長等の動静については、諸般の報告としてお手元に配付して

おりますので、ご了承願います。 
 これで諸般の報告を終わります。 
 
    ◎日程第８ 行政報告 
〇水沢議長 日程第８、行政報告を許します。 
 町長。 
〇八木町長 行政報告いたします。 
 本年３月５日から３月13日までの町長等の動静につきましては、記載のとおりですので、

ごらんをいただきたいと思います。 
 その他について報告させていただきます。感染性胃腸炎、ノロウイルス及び感染性胃腸

炎疑い症例の発生について報告いたします。 
 町内の介護老人福祉施設、特別養護老人ホームはまなす園の入所者、ショートステイ床

利用者及び本町の養護老人ホーム入所者等に複数の嘔吐、下痢などの症状を訴える方があ

りました。特別養護老人ホームはまなす園におきましては、複数の方が２月18日夜から嘔

吐、下痢などの症状を訴えたため、翌日はまなす園にて感染症対策委員会を開催し、施設
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内消毒の徹底、入所者の身体状況の観察、報告の徹底、職員の体調管理の徹底、ショート

ステイ床受け入れの自粛、入所者や職員のうがい、手洗いなど、衛生管理の徹底や面会の

自粛などを行ってきた旨、２月21日、町に報告をいただき、対策の徹底を指示してまいり

ました。 
 ２月22日までに入所者５名、ショートステイ床利用者３名及び職員４名の計12名に症状

が出現したため、嘱託医師の判断により、２月22日、施設より帯広保健所に通報し、同日

帯広保健所の現地指導を受け、５名から検体を採取し、道立衛生研究所において検査した

結果、３月２日、ノロウイルスが検出された旨、帯広保健所から連絡を受けたところであ

ります。 
 帯広保健所では、３月２日に２月22日以降に症状が出現した者５名を含め、入所者12名

と職員５名の計17名が感染と情報を公表したため、既に新聞報道がなされたところであり

ます。 
 ３月12日現在において、入院されている入所者が２名おりますが、入所者、職員ともそ

れぞれ症状は回復または快方に向かっており、終息したものと見られます。 
 特別養護老人ホームはまなす園では、感染拡大防止に向けて帯広保健所の指導のもと、

関係機関と協議、対応し、入所者の施設内移動の制限、入所者の面会の自粛の呼びかけを

行うとともに、ショートステイ床は特別養護老人ホーム居室と同じ棟にあることから、入

所者及び職員が下痢、嘔吐の症状を訴えた２月22日より営業の自粛をしておりましたが、

事態の終息が見られたことから、帯広保健所の指導のもと、営業を再開しております。な

お、デイサービス利用者については、発症者の出現が見られなかったことや特別養護老人

ホーム居室やショートステイ床と別棟であることから、サービスの提供を行ってまいりま

した。 
 また、本町の養護老人ホームにおきましては、２月21日から入所者及び職員の数人が下

痢、嘔吐等の症状を訴え、それぞれ快方に向かっておりましたが、３月５日に４名、翌６

日にも４名が下痢、嘔吐の症状を訴えたことから帯広保健所に通報し、帯広保健所の現地

指導を受け、５名から検体を採取し、現在道立衛生研究所において検査を行っているとこ

ろです。 
 感染症の疑いが極めて強いため、帯広保健所の指導及び嘱託医師である町立診療所医師

の往診や指示のもと、感染拡大防止を図るため施設内の消毒を行うとともに、症状のある

方の看護、入所者の施設内移動及び入所者の面会の制限を行い、３月12日現在、入所者34

名、職員５名が症状を訴えておりますが、それぞれ快方に向かっているところであります。 
 感染源の特定についてでありますが、帯広保健所においてその調査がなされております

が、その特定は難しい状況であり、今後においても下痢、腹痛、嘔吐、発熱の症状のある

方は直ちに医療機関に受診させるとともに、施設内での石けんによる手洗い、施設内の消

毒の徹底など感染予防に努めるよう指示しているところであります。 
 以上、感染性胃腸炎、ノロウイルス及び感染性胃腸炎疑い症例の発生についての報告と
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いたします。 
 次に、インターネット公売の実施結果について報告いたします。第１回町議会臨時会に

おいてインターネット公売の実施について報告をさせていただきましたが、このたび参加

者による競り売り方式による入札が完了いたしましたので、その結果について報告をいた

します。 
 ２月８日から２月28日までの間に641名の方から公売参加申し込みがあり、この方々によ

る入札を３月７日から３月９日まで実施した結果、実際に参加された方は83名でありまし

た。 
 その入札結果につきましては、公売に付した動産９件で、見積価格１万8,700円のところ

総額22万1,410円で落札され、見積価格に対して11.8倍という結果でありました。個別の動

産ごとに申し上げますと、ランタン１個は見積価格2,000円のところ9,100円、ハロゲンヒ

ーター１台は見積価格500円のところ同額の500円、ビール券３枚は見積価格100円のところ

1,510円、スピーカーセット一式は見積価格１万円のところ12万500円、テレホンカード12

枚は見積価格3,600円のところ6,550円、電気ヒーター１台は見積価格500円のところ1,200

円、腹筋マシン１台は見積価格500円のところ2,050円、カフス、タイピンセット１個は見

積価格500円のところ１万4,000円、ＣＤつきコンポセット１台は見積価格1,000円のところ

６万6,000円となりました。 
 今後の事務といたしましては、３月16日午後２時30分までに売却決定額を納付していた

だき、納付が確認されましてから公売に付した動産を着払いで発送することになります。 
 なお、滞納処分費となるインターネット公売利用料は、公売落札価格総額22万1,410円の

３％である6,642円となり、これをヤフーオークションに支払うことになり、公売落札価格

総額から滞納処分費を差し引いた残りの21万4,768円が現在滞納されている町税に充てる

ことになります。 
 今回初めてインターネット公売を実施いたしましたが、その反響の大きさを実感したと

ころであり、引き続き滞納者との納税相談に誠意を持って当たるとともに、個々の状況に

応じて、可能な場合については動産の差し押さえも滞納処分の一つとして取り組みを行い、

税負担の公平を確保してまいりたいと思いますので、ご理解を賜りますようお願いいたし

ます。 
 以上、インターネット公売の実施結果についての報告といたします。 
 次に、一般道道直別共栄線オトベ地区道路の全面開通について報告いたします。平成16

年７月の台風８号の被害に伴う一般道道直別共栄線オトベ地区道路の災害復旧工事につき

ましては、日中の片側交互通行や夜間全面通行どめにより地域住民の皆様を初め関係者の

皆様に大変ご不便をおかけしておりましたが、今般工事が完成し、３月13日午前９時30分

より全面開通となった旨、帯広土木現業所より連絡がありましたので、報告いたします。 
 また、同路線で昨年10月に被災を受け、現在約50メートル、片側交互通行となっており

ます昆布刈石地区道路の災害復旧工事につきましては、今月発注され、工期は10月末まで
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の予定となっております。今後とも海岸侵食対策工事の早期完成に向けて精力的に要望し

てまいります。 
 以上、一般道道直別共栄線オトベ地区道路の全面開通についての報告といたします。 
 以上をもちまして行政報告を終わらせていただきます。 
〇水沢議長 これで行政報告を終わります。 
 お諮りいたします。ここで暫時休憩いた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） 

〇水沢議長 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０４分  休憩 
午後 １時００分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 
    ◎日程第９ 議案第１２号 
〇水沢議長 日程第９、議案第12号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定についてを議題

といたします。 
 説明を求めます。 
 まちづくり政策課長。 
〇佐藤まちづくり政策課長 議案第12号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について。 
 浦幌町公の施設の指定管理者を次のとおり指定する。 
 平成19年３月５日提出、浦幌町長。 
 記、１、公の施設の名称及び位置、名称、北栄地域会館。位置、浦幌町字帯富154番地の

89。 
 ２、指定管理者の住所及び氏名、十勝郡浦幌町字帯富154番地89、北栄地域会館運営委員

会運営委員長、二瓶隆行。 
 ３、指定期間、平成19年４月１日から平成22年３月31日まで。 
 当該北栄地域会館は、浦幌町における地域住民活動の推進を図り、もって地域住民の福

祉の増進に寄与することを目的に、昭和61年に建設されました。今日まで関係行政区の協

力をいただきながら、実質的に管理業務を担っていただいておりますが、このたび当施設

の管理運営業務を効率的に行うため、浦幌町地域会館の設置及び管理条例第10条の規定に

より指定管理者による管理の代行を行うこととさせていただきました。 
 指定管理者の選定に当たっては、浦幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関す

る条例（平成17年浦幌町条例第24号）第５条第１号の規定に基づき、公募によらず、建設
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当初から管理業務を委託している会館運営委員会からの提案を受け、審査基準に従い審議

を行いました。次のとおり制定いたしましたので、よろしくお願いいたします。 
 また、選定委員会は平成19年２月６日に行われ、選定基準として利用者の平等な利用の

確保及びサービスの向上が図られているか。施設の効用を最大限に発揮できるか。施設の

適切な維持及び管理並びに管理経費の縮減が図られようとしているか。施設の管理を安定

して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力、住民の声が反映される管理が行われて

いるか。災害等緊急時の危機管理体制が整っているかどうかについて審査させていただき

ました。結果、選定の理由といたしましては、建設当初から管理業務を受託しており、そ

の受託経験を踏まえた効率的な提案内容になっている。日ごろから清潔及び安全な環境の

提供と常に創意工夫と管理運営が期待できることから、候補者として適切であると判断さ

せていただきました。管理料の提案額は、３年間で59万1,000円です。この金額は、町が示

した上限額と同額でございます。 
 以上でございます。よろしくご審議をお願いしたいと思います。 
〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑がないようですので、これより討論を省略し、議案第12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挙手願います。 

（賛成者挙手） 
〇水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 
 
    ◎日程第１０ 議案第１３号 
〇水沢議長 日程第10、議案第13号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定についてを議題

といたします。 
 説明を求めます。 
 まちづくり政策課長。 
〇佐藤まちづくり政策課長 議案第13号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について。 
 浦幌町公の施設の指定管理者を次のとおり指定する。 
 平成19年３月５日提出、浦幌町長。 
 記、１、公の施設の名称及び位置、名称、南町福祉館。位置、浦幌町字南町10番地の10。 
 ２、指定管理者の住所及び氏名、十勝郡浦幌町字南町10番地の10、南町福祉館運営委員

会運営委員長、赤間孝之。 
 ３、指定期間、平成19年４月１日から平成22年３月31日まで。 
 当該南町福祉館は、浦幌町における地域住民活動の推進を図り、もって地域住民の福祉

の増進に寄与することを目的に、昭和62年に設置させていただいております。今日まで関
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係行政区の協力をいただきながら、実質的に管理業務を担っていただいておりますが、こ

のたび当施設の管理運営業務を効率的に行うため、浦幌町地域会館の設置及び管理条例第1

0条の規定により指定管理者による管理の代行を行うこととさせていただきます。 
 選定内容等につきましては、議案第12号と同じですので、省略させていただきます。 
 なお、管理料の提案額は56万1,000円です。この金額は、町が示した上限額と同額でござ

います。 
 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑がないようですので、これより討論を省略し、議案第13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挙手願います。 

（賛成者挙手） 
〇水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 
 
    ◎日程第１１ 議案第１４号 
〇水沢議長 日程第11、議案第14号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定についてを議題

といたします。 
 お諮りをいたします。本件については、高橋利一議員に利害関係のある事件であると認

められますので、地方自治法第117条の規定により、高橋利一議員を除斥いたしたいと思い

ますが、これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 
 よって、高橋利一議員を除斥することに決定いたしました。 
 高橋利一議員の退席を求めます。 

（高橋議員退席） 
〇水沢議長 提案説明を求めます。 
 まちづくり政策課長。 
〇佐藤まちづくり政策課長 議案第14号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について。 
 浦幌町公の施設の指定管理者を次のとおり指定する。 
 平成19年３月５日提出、浦幌町長。 
 記、１、公の施設の名称及び位置、名称、宝町福祉館。位置、浦幌町字宝町37番地の１。 
 ２、指定管理者の住所及び氏名、十勝郡浦幌町字宝町37番地の１、宝町福祉館運営委員

会運営委員長、高橋利一。 
 ３、指定期間、平成19年４月１日から平成22年３月31日まで。 
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 当該宝町福祉館は、浦幌町における地域住民活動の推進を図り、もって地域住民の福祉

の増進に寄与することを目的に、平成６年に設置させていただいております。今日まで関

係行政区の協力をいただきながら、実質的に管理業務を担っていただいておりますが、こ

のたび当施設の管理運営業務を効率的に行うため、浦幌町地域会館の設置及び管理条例第1

0条の規定により指定管理者による管理の代行を行うこととさせていただきます。 
 選定内容につきましては、議案第12号と同じでございますので、省略させていただきた

いと思います。 
 なお、管理料の提案額は３年間で126万6,000円です。この金額は、町が示した上限額と

同額でございます。 
 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 
 ４番、差間議員。 
〇差間議員 今提案されました管理料の、随分金額違います。その理由、まずお聞きした

い。 
〇水沢議長 まちづくり政策課長。 
〇佐藤まちづくり政策課長 指定管理料の算定基準でございますけれども、使用件数に関

する人件費並びに環境整備費、それから維持経費並びに使用料の見込額等を換算しまして、

指定管理を抽出しております。宝町福祉館が大変多いということは、４館の中、今まで説

明は３館ですけれども、その中でも大変利用者が多いということで、維持経費もかかって

おるということで管理料が若干他の会館よりも高目だということでございます。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 それでは、ちょっとお聞きします。 
 費用、これにはどのような費用が含んでいるのでしょうか、126万の中で。 
〇水沢議長 まちづくり政策課長。 
〇佐藤まちづくり政策課長 ただいまもお話ししましたけれども、維持管理費、これは電

気料ですとか燃料費ですとか、そのような維持に係る内容でございます。水道料等も入り

ます。それから、環境整備費、先ほど申しましたけれども、周辺の環境整備等の費用も入

ってございます。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 わかりました。 
 それでは、ほかの残りの館については、これは含まないという判断でよろしいですか。 
〇水沢議長 まちづくり政策課長。 
〇佐藤まちづくり政策課長 すべて同じように含まれておりますけれども、宝町福祉館に

つきましては他の会館よりも使用の件数が大変多いということで、件数を述べますと、平
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成17年度の数字でございますけれども、宝町福祉館が206件、それから南町福祉館が28件、

北栄地域会館が11件という形でございます。一応算出の根拠は、16年、17年の平均の形の

中で数字は出してございます。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑がないようですので、これより討論を省略し、議案第14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挙手願います。 

（賛成者挙手） 
〇水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 
 高橋利一議員の復席を求めます。 
 暫時休憩いたします。 
 

午後 １時１２分  休憩 
午後 １時１３分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 
    ◎日程第１２ 議案第１５号 
〇水沢議長 日程第12、議案第15号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定についてを議題

といたします。 
 説明を求めます。 
 まちづくり政策課長。 
〇佐藤まちづくり政策課長 議案第15号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について。 
 浦幌町公の施設の指定管理者を次のとおり指定する。 
 平成19年３月５日提出、浦幌町長。 
 記、１、公の施設の名称及び位置、名称、光南福祉館。位置、浦幌町字万年358番地の７。 
 ２、指定管理者の住所及び氏名、十勝郡浦幌町字万年358番地の７、光南福祉館運営委員

会運営委員長、泉初。 
 ３、指定期間、平成19年４月１日から平成22年３月31日まで。 
 当該光南福祉館は、浦幌町における地域住民活動の推進を図り、もって地域住民の福祉

の増進に寄与することを目的に、平成７年に設置させていただいております。今日まで関

係行政区の協力をいただきながら、実質的に管理業務を担っていただいておりますが、こ

のたび当施設の管理運営業務を効率的に行うため、浦幌町地域会館の設置及び管理条例第1
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0条の規定により指定管理者による管理の代行を行うこととさせていただきます。 
 選定内容等につきましては、議案第12号と同じでございますので、省略させていただき

ます。 
 なお、管理料の提案額は３年間で56万1,000円です。この金額は、町が示した上限額と同

額でございます。 
 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 
 10番、田村議員。 
〇田村議員 それぞれの会館の管理料について今同僚議員からもご質問があって、その中

で課長の方からの答弁で燃料代、電気代、利用回数に応じてその差額をつけているのだと

いうような説明だったかと思いますけれども、この会館の利用については、私の記憶する

ところでは、北栄会館にしても、それから光南会館にしても、宝町会館にしても、葬儀等

も行われて利用されているというふうに認識しているのですけれども、そんな中で会館の

利用料というのは取らないというのが基本なのですか、それとも利用回数によって管理料

が違うということは、会館の使用料を取るのは管理者が勝手にやれということなのですか、

その辺ちょっと。 
〇水沢議長 まちづくり政策課長。 
〇佐藤まちづくり政策課長 使用料、指定管理になった場合には利用料という形になるわ

けなのですけれども、利用料につきましては指定管理者の方の収入という形の中で運営費

の中に含めさせていただく形になってございます。 
 以上です。 

（何事か声あり） 
〇水沢議長 まちづくり政策課長。 
〇佐藤まちづくり政策課長 あくまでも条例に基づいた使用料を指定管理者の方に徴収し

ていただいて、それを収入していただくという形でございます。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 その条例はわからないからあれだけれども、条例に沿っているということは、

例えば電気代、水道代、ガス代等をこの管理料の中に入っているということ。それ以外の

収益というのは管理料として入っているのだけれども、その差益というか、そういうもの

はどういうふうに運用していくのか、いくように条例に定めてあるのかわかりませんけれ

ども、その辺もう少し具体的に。 
〇水沢議長 まちづくり政策課長。 
〇佐藤まちづくり政策課長 先ほど維持管理費、電気料ですとかその他、燃料代だとか含

まれます。それから、環境整備費、お話ししました。それから、使用件数にかかわるとい

うお話もさせていただきましたけれども、それらを足しまして、それから使用料分、これ

は２カ年を平均した使用料、大体の金額わかりますので、その分を差し引いて管理費とし
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て提供していただいて、その中で運営していただくという形でございます。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 深く伺うつもりはないのですけれども、会館の利用回数が多ければ多いほど、

僕は管理料は下がるのが、この条例の中に定めて、それまでの金額を１回使うごとに取る

ということは可能なのだから、利用料を取るということは可能なのだから、それだけ経費

の節減がされるということになれは、利用回数の多い会館ほど、僕は利用料を下げるのが

筋であって、上がるというのはどうも。10回使うところ、100回使うところが管理料が上が

ったり下がったりするというのがどうも理解できないのだけれども。 
〇水沢議長 まちづくり政策課長。 
〇佐藤まちづくり政策課長 利用件数が多くなりますと、冬期間ですとか夜間の利用が大

変多くなります。そういう中で、維持費が大変多くかかってまいります。そういう絡みの

中で、指定管理料がふえていくという形になってございます。 
 それから、有料の団体、それから一般団体、それから行政区等が、行政区等が使う場合

は無料で使えるのですけれども、ほか一般団体ですとか、先ほどお話ありましたお葬式で

すとか、そういうときは有料になってまいります。そういう件数もやはり集中して使われ

るような施設でございますので、どうしても若干差がついてくるということでございます。 
（「議長、申しわけありません、３回経過したんですけど、もう一回ちょっと 
聞かせてください」の声あり）                   

〇水沢議長 暫時休憩いたします。 
 

午後 １時２０分  休憩 
午後 １時２１分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 まちづくり政策課長。 
〇佐藤まちづくり政策課長 宝町福祉館につきましては、七つの行政区が使っておりまし

て、その行政区につきましては無料でございます。その件数がこの件数の中に入っており

ますので、そういう形の中で差が出てくるということでございます。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 昨日地方公務員の報酬にかかわる問題で質疑をさせていただきましたけれど

も、最終的には本件にかかわるということでやらせていただいたつもりです。 
 ただいま提案ありました運営委員長さんですが、区長であり、また町の職員なのでしょ

うか。まず、確認をさせていただきます。 
〇水沢議長 まちづくり政策課長。 
〇佐藤まちづくり政策課長 お答えいたします。 
 町の職員でございます。また、区長でございます。 
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〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 きのうも確認させていただきましたけれども、説明にありました地方公務員

法の35条の職務に支障があるかという問題、次に38条の的確かどうかという問題、また38

条の２項にある任命権者の判断の材料の公平委員会の５号の規則による内容についても、

きのうも申し上げました。決して抵触したり違反していると私は思っておりません。ただ、

こういう案件になったときに、どうなのかなという気持ちが私たちには起きております。

きのうもあったと思うのですが、今私が申し上げた３点について抵触するものはないとい

うことで、まずそのことでいいのかどうか、もう一回確認をします。 
〇水沢議長 まちづくり政策課長。 
〇佐藤まちづくり政策課長 昨日もお話しいたしましたけれども、地方公務員法第35条並

びに第38条には該当しないものと判断させていただいております。たまたま町職員が行政

区長と地域改革運営委員会の運営委員長を兼ねているという形でございますので、何ら問

題がないということで考えております。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 判断の基準として、その項目に該当しないかどうかというような、私ちょっ

と考え方違うのですが、ただ抵触する、しないの問題ではいいだろうということの判断、

私も同じ気持ちでおります。ですから、役場の職員の皆さんが区長をお引き受けになるの

に、決してだめだと言っているつもりはありませんから、きのうも申し上げました、大い

に地域で活躍をしていただきたいと、これは思っているのです。ただ、３回目ですから、

助役、指定管理者の審査の責任者ですよね。それから、公務員として40年近いというか、

なりましたが、そういう経験から、どうも倫理上の問題としてちょっと気になるなと私は

思うのです。ですから、もう少し配慮あれば、例えば区長さんでない人に名前で申請して

もらえなかったかとか、そういうことの面で、多少好ましくない対応があったのか、全然

問題ないと思っているか、このことだけ聞かせてください。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 この関係につきましては、この議案作成の段階にも課長会議等でいろいろ意

見が出されております。それで、こちらの方でいろいろその辺を調べまして、以前から区

長は職員もずっと担ってきているということで、最終的に問題はないだろうという見解で

こういう形になったということでございます。ただ、今後につきましても、この辺につい

て、運営委員長の下に副運営委員長という方もおると思いますので、今後その辺について

検討させていただいて、そういう形もとれればいいかなと思っております。今回について

は、いろいろそういうふうに調査した結果、条例上といいますか、そういうのについても

問題がないかなということで、今回こういう形で提案させていただいたということでござ

います。今後については、十分また精査していきたいと思っておりますので、よろしくお

願いします。 
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〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 
（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切らさせていただきます。 
 これより討論を省略し、議案第15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挙手願います。 

（賛成者挙手） 
〇水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 
 
    ◎日程第１３ 議案第１６号 
〇水沢議長 日程第13、議案第16号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定についてを議題

といたします。 
 説明を求めます。 
 まちづくり政策課長。 
〇佐藤まちづくり政策課長 議案第16号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について。 
 浦幌町公の施設の指定管理者を次のとおり指定する。 
 平成19年３月５日提出、浦幌町長。 
 記、１、公の施設の名称及び位置、名称、浦幌町営公衆浴場。位置、浦幌町字東山町１

番地２。 
 ２、指定管理者の住所及び氏名、十勝郡浦幌町字万年353番地の70、株式会社ユーエム代

表取締役、福田順一。 
 ３、指定期間、平成19年４月１日から平成22年３月31日まで。 
 当該浦幌町営公衆浴場は、町民の生活環境の確保と健康の増進を図る目的で平成３年に

設置されております。このたび当施設を効果的かつ効率的に管理するため、浦幌町の公の

施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例第２条の規定に基づき、平成18年12月20日

から平成19年１月19日の１カ月間にわたり募集を行いました。この間、12月28日には現地

説明会を行いました。説明会には２団体の参加があり、結果として公募に応じた団体は有

限会社サンビームさんと株式会社ユーエムさんの２団体でした。この応募結果に基づき、

２月６日、助役を委員長とし、教育長、課長等で構成される指定管理者選定委員会が開始

されました。しかし、選定に当たっては第三セクター、株式会社ユーエムの役員である助

役と総務課長の２人は退席の上、教育長を座長として進めさせていただきました。応募内

容などについて、審査及び聞き取り調査を行った結果、株式会社ユーエムが指定管理者と

して適当であるという結論に達しました。この選定委員会の答申に基づきしていただきた

く、ご提案申し上げるものであります。 
 なお、選定委員会の審査は複数の法人団体から応募があった場合は、提案内容を相互に

比較検討し、選定基準や審査項目に従って点数化することになっております。選定基準と
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しては、利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られているか。施設の効用を

最大限に発揮できるか。施設の適切な維持及び管理並びに管理経費の縮減が図られようと

しているか。施設の管理を安定して行う人員・資産、その他の経営の規模及び能力。それ

から、住民の声が反映される管理が行われるか。災害等緊急時の危機管理体制が整ってい

るかどうかについて審査させていただきました。 
 選定の理由といたしましては、利用者に対するサービス向上や利用促進では、敬老の日

のお年寄り等を初め、運動会が行われた日の子供を無料開放とするイベント計画や町の特

産品を販売するなど独自の集客事業、施設内に利用者の意見等を聞くためのアンケート用

紙を常設し、利用者の要望に対応していく姿勢など評価できる提案となっているところで

ございます。また、築16年という施設の細かい現状を把握しており、職員の管理体制や従

業員教育の徹底、衛生面での的確な対応と将来の機械設備管理など、清潔及び安全な環境

の提供と常に創意工夫と管理費用の縮減など努力する姿勢、意欲がうかがえるところでご

ざいます。また、危機管理体制では、年１回消火訓練等を実施する計画となっており、堅

実かつ安定した運営が期待できることから、候補者として適切であると判断させていただ

きました。 
 管理料の提案額は３年間で2,532万3,000円で、この金額は町が示した上限額と同額でご

ざいます。 
 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 
 ４番、差間議員。 
〇差間議員 このユーエムが指定管理者、適合しているということでございますけれども、

この選定の理由の中に衛生面での的確な対応と将来の機械設備管理など、清潔及び安全な

環境の提供と常に創意工夫と管理費用の縮減など努力する姿勢、意欲がうかがえる。どこ

でこういうような、実績があるのですか、今言ったことについて、どうでしょう。 
〇水沢議長 まちづくり政策課長。 
〇佐藤まちづくり政策課長 これは、２月６日に行われました選定委員会におきまして聞

き取り調査等で把握した内容でございます。 
 実績の関係でございますけれども、当初申請の書類の中で実績等を書く欄等もございま

して、それらを確認させていただいて、このような形で結果が出てまいりました。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 わかりました。 
 それで、応募が２団体。やはりユーエムがいいだろうという一つのそういう条件が整っ

た。だから、決まったと思いますけれども、ユーエムそのものに問題はないとは言えない

と思うのです。しかしながら、ユーエムに決まったと。これは、今聞いたとおり、書類、

聞き取り調査等が的確であったという判断だと思います。 
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 それで、２団体、もう一つの団体はこういうような実績等はどうだったのでしょう。あ

ったかないか、それだけちょっと聞いておきたいと思います。 
〇水沢議長 まちづくり政策課長。 
〇佐藤まちづくり政策課長 もう一団体につきましても、町の委託業務等も請け負ってお

りますし、それなりの実績等はございます。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 ちょっと１点だけ伺います。 
 公衆浴場の件については、ユーエムが選定されたということなのですが、私は基本条例

でいう指定管理者の申請において、当該団体の経営状況を説明する書類というふうになっ

ています。それで、昨日来までユーエムの、ユーエムの経営そのものではないのですが、

町が1,500万の貸し付けをしている、その返済をめぐって私もいろいろ伺いましたけれども、

そうした中で返済計画を立てたといっても、あるいは立てるといっても、やはり経営状況

を判断する上で、選定される段階で、その点についてはどのような判断をしたのでしょう

か。 
〇水沢議長 まちづくり政策課長。 
〇佐藤まちづくり政策課長 申請の資格要件の中に当然その経営の状況等を示す書類等も

当然入ってまいります。それは、一方の業者も同じなのですけれども、申請を受ける時点

については、やはり平等に審査させていただいて、平等に受けて、その審査委員会に示す

という形でございます。その中で判断させていただいております。その貸付金云々とか、

その関係につきましては、書類上では見えてございましたけれども、単年度の経営等も確

認させていただいておりますし、それらの点も含めまして妥当と判断させていただいてお

ります。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 先ほど来、倫理の問題で言われたケースがありますけれども、やはり道義的

にもそうした企業が、団体が指定管理者制度に申請をされた。その判断、町としては問題

ないということでしょうけれども、やはりそうした問題をしょいながらいる団体を該当す

るのだという、経営上問題ないということであれば、私はちょっとまずいのではないかな

と思うのです。それで、それ一つ改めて伺います。 
 それと、もう一つ、関連なのですが、ごめんなさい、昔の話掘り出して。貸付金が当初

は留真温泉の営業のためと言って貸し付けた。それが今の段階ではユーエムの事業すべて

にわたってということでしたね。そうしたら、この４月から実施される、年度は違うので

すけれども、これもいわば1,500万の貸し付けの中に入る事業なのですか。 
〇水沢議長 まちづくり政策課長。 
〇佐藤まちづくり政策課長 これは、あくまでも指定管理の関係でございます。公衆浴場

の事業ということは、たとえユーエムであっても別会計というのでしょうか、別建てとい
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うのでしょうか、金銭的なものをはっきりとさせていただいた上で会計処理していただく

形になっておりますので、了解していただきたいなと思います。 
〇水沢議長 暫時休憩いたします。 
 

午後 １時４２分  休憩 
午後 １時４３分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 まちづくり政策課長。 
〇佐藤まちづくり政策課長 失礼いたしました。あくまでもユーエムの事業でございます。

ただし、あくまでも指定管理という部分がありますので、そのあたりは経営関係をはっき

りとさせていただくということでございます。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 ちょっと理解しがたいのですが、ユーエムは第三セクターですよね。第三セ

クターにおいては、２年間の中でいわば指定管理者制度に移行しなければならないといい

ますか、第三セクターだけがほかの団体と違いますよね。その意味で、駆け込みと言った

ら変ですけれども、何か指定管理者の事業に選定されたのかもしれませんけれども、先ほ

ど言ったように道義的に見てもそういう問題を抱えている団体のユーエムにこういう形で

指定管理者制度をやってもらうというのは問題は残らないだろうかということが、私は残

ると思います。それで、もう少し第三セクターの位置づけをはっきりさせて、それとユー

エムの現状をしっかりと精査しながら、今後においては対応されるよう求めるものであり

ます。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 今島田議員ご指摘の関係でございますけれども、私どもの考え方として法的

な問題はないというふうに進めているところでございます。ただ、指摘されておりますよ

うに、1,500万の貸し付け、これの返済計画等をめぐって皆さんにご論議をいただいている

ことは確かであります。その辺をやっぱりしっかりとこの事業が提案される前に解決して

議会に提案していくべきだと、このように考えておりますが、なかなかその作業がはかど

らない状況のままで現在に至っているところでございます。12月の一般質問の中でユーエ

ムの今後の考え方ということについても指摘をされているところでございます。第三セク

ターのあり方というものが問われている時代でございますから、今後この問題に、第三セ

クターのあり方については論議を呼んでいかなければならない問題であると、このように

考えているところでございます。そういう状況でございますので、今回の指定管理者の制

度につきましては、皆さんのご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。 
〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑がないようですので、これで質疑を打ち切らさせていただきます。 
 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 討論なしと認めます。 
 これより、議案第16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挙手願います。 

（賛成者挙手） 
〇水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 
 
    ◎日程第１４ 同意第１号 
〇水沢議長 日程第14、同意第１号 浦幌町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同

意を求めることについてを議題といたします。 
 提案説明を求めます。 
 町長。 
〇八木町長 同意第１号 浦幌町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求める

ことについて。 
 浦幌町固定資産評価審査委員会委員髙橋廣幸は、平成19年５月10日をもって任期満了と

なるので、浦幌町固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任したいから、地方税法第42

3条第３項の規定により議会の同意を求める。 
 平成19年３月５日提出、浦幌町長。 
 記、氏名、髙橋廣幸。生年月日、昭和26年３月15日生まれ、55歳でございます。住所は、

浦幌町字栄町２番地でございます。職業につきましては、会社役員でございます。略歴に

つきましては、現在も浦幌町固定資産評価審査委員会委員でございます。平成15年３月14

日から固定資産評価審査委員会委員の職をお務めになられております。なお、任期につき

ましては、平成19年５月11日から平成22年５月10日までの３カ年でございます。 
 浦幌町固定資産評価審査委員会髙橋廣幸委員におかれましては、来る５月10日付をもっ

て任期満了となりますが、識見が豊富であります髙橋廣幸氏を引き続き選任いたしたいと

存じますので、町議会議員皆様のご理解とご協賛を賜り、ご同意いただきますようよろし

くお願いいたします。 
〇水沢議長 説明が終わりましたので、これより質疑、討論を省略し、同意第１号 浦幌

町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを起立により採決

いたします。 
 本件は、これに同意することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 
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〇水沢議長 起立多数であります。 
 よって、同意第１号は同意することに決定いたしました。 
 
    ◎日程第１５ 発議第１号 
〇水沢議長 日程第15、発議第１号 平成19年度酪農畜産政策・価格対策に関する要望意

見書の提出についてを議題といたします。 
 提出者の説明を求めます。 
 岡田愛啓議員。 
〇岡田議員 発議第１号 平成19年度酪農畜産政策・価格対策に関する要望意見書の提出

について。 
 上記の議案を、別紙のとおり浦幌町議会会議規則第14条の規定により提出いたします。 
 平成19年３月14日。 
 提出者代表、浦幌町議会議員岡田愛啓。 
 意見書の朗読を省略し、意見書案の要旨について説明いたします。 
 酪農畜産は、我が町の基幹産業として重要な役割を果たしてきました。しかしながら、

飲用需要の低迷、乳製品過剰在庫などに伴う減産型計画生産の実施や乳価の下落、飼料価

格高騰などの生産費の上昇によって所得が減少するなど、経営環境は厳しさを増す中、日

豪ＥＰＡ交渉入りが決定され、ＷＴＯ農業交渉も予断を許さない現状であり、国内酪農、

畜産の存亡のかかった重要な年を迎えております。 
 本町の担い手が将来に向け希望と意欲を持って営農に取り組めるよう、酪農畜産対策を

確立していくことが重要であります。特に畜産環境問題への適切な対応、安全、良質な畜

産物の生産や持続可能な酪農に取り組み、飼料自給率の向上を図るため、私たちの基礎的

食料を支える酪農、畜産の発展と生産者の所得確保、経営安定に向け総合的な政策支援を

推進されるよう、下記の12項目について強く要望する内容の意見書を衆参議院議長、内閣

総理大臣ほか関係大臣に提出する内容であります。 
 議員各位のご協賛賜りますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 
〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑なしと認めます。 
 これより討論を省略し、発議第１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挙手願います。 

（賛成者挙手） 
〇水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、発議第１号は原案のとおり関係先に提出することに決定いたしました。 
 
    ◎日程第１６ 発議第２号 
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〇水沢議長 日程第16、発議第２号 所管事務調査についてを議題といたします。 
 議会運営委員長より、議会閉会中にお手元に配付のとおり所管事務調査を行いたいとの

申し出がありました。所管事務調査については、議会運営委員長の申し出どおり議会運営

委員会に付託して、議会閉会中にこれの調査をすることにいた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） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 
 よって、議会運営委員長より申し出のあった所管事務調査については、議会運営委員会

にこれの調査を付託して、議会閉会中の調査とすることに決定いたしました。 
 
        ◎町長あいさつ 
〇水沢議長 ここで町長より発言の申し出がありますので、これを許します。 
 町長。 
〇八木町長 議長のお許しをいただきましたので、自席から一言ごあいさつをさせていた

だきます。 
 ５日に開会した平成19年第１回定例会でしたが、会期を２日残し、全議案可決いただき、

終了させていただきますことに、まずもってお礼申し上げます。 
 議案審議を通しまして、一般議案、補正予算、新年度予算と活発な論議をいただき、示

唆に富む発言をいただきましたこと、改めてお礼申し上げます。 
 新年度予算執行に当たり、ここでおわびと次期町長選に向けての決意を申し上げさせて

いただきます。昨年12月４日に開会した第４回定例会の10日に開催された日曜議会で、私

は財政健全化はまだ途上、これを達成するまでとの認識と、町立診療所医師確保を考え、

高橋議員の一般質問にお答えして、財政健全化、協働のまちづくり、後期まちづくりの実

現を図るのが私の責務と考え、引き続き町政を担う決意、つまり今回の町長選挙への出馬

の意思を示したところであります。17年を財政健全化元年と位置づけた19年までの重点政

策で、18年９月の時点でのまちづくり計画の見直しを行い、財政推計において健全化の兆

しを確認しておりましたが、その後の新年度予算編成、産炭地基金の配分、医師確保等の

推移の中で急速に私の役目に対する私自身の考えが変わってまいりました。特に新年度予

算が選挙を控えた骨格予算とはいえ、財政調整基金の取り崩しが3,000万円で編成できる見

通しが立ち、加えて産炭地域振興基金の配分の見通しがついた２月中旬ごろより、また新

年度予算を議会に提出した次の日ごろより、諸課題は残されているものの、私に課せられ

た財政健全化の責任は果たしたとの思いになり、急速に不出馬への思いに傾斜していきま

した。４年前、町政を担わせていただくことに支持をいただいた町民の皆様、期待されて

いる町民の皆様の信頼を裏切るようなことになってしまい、まことに申しわけなく存じて

おります。私が出馬の意思を翻したことにより、輝かしい浦幌町の町史に汚点を残したこ

とにまことに申しわけなく、深くおわび申し上げるところでございます。しかしながら、
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この４年間、議会議員の皆様にはよりよいまちづくりに論議を深め、対峙しながら、ある

いは笑顔を交えながらちょうちょうはっしの論議を尽くし、是々非々の論議、議決をいた

だきましたことにお礼を申し上げます。 
 皆さんの多くは、今回の選挙において引き続き議員としてまちづくりに取り組むことと

思われます。今後も引き続き浦幌町のまちづくりにご尽力を賜りますようご期待申し上げ

ております。 
 職員、特に管理職の皆様には、議案審議に、また町政執行にご指導をいただき、浅学非

才な私を補佐し、職員としての能力を惜しみなく発揮していただきました。４年間のご指

導に厚くお礼申し上げます。 
 多くの課題を残したまま１期で去ること、出馬の意思を翻すことに無責任とのそしりを

受けることになりますが、私自身が発したものであり、批判を甘んじて受けていきたいと

思います。残された任期、１カ月半ほどあるわけですが、これまで同様に諸問題の解決に

全力を尽くしてまいります。そして、４月末の退任後も残された一生を一町民として浦幌

町の発展にできる限りの協力を惜しまないつもりでおります。４年前に出馬し、急追後援

会を編成し、多くの皆様のご理解、ご協力をいただき、支えられながら町政を担わせてい

ただきましたことに深く感謝を申し上げ、町民の皆様、議会議員の皆様、職員の皆様のご

健勝と今後のご活躍をお祈りし、貴重な時間をいただきましたことにお礼を申し上げ、平

成19年第１回定例会閉会に当たっての私のあいさつといたします。４年間、ありがとうご

ざいました。 
 
        ◎議長あいさつ 
〇水沢議長 貴重な時間でありますけれども、皆さんのお許しを得ながら、閉会に当たっ

ての私からも一言ごあいさつをさせていただきたいと思います。会議中は、議長席を離れ

てはならないということになっておりますので、高い席で大変失礼だと思いますけれども、

本席からごあいさつをさせていただきたいと思います。 
 本定例会は、各議員皆様の活発なる審議をいただき、全議案を可決ということにさせて

いただきました。各議案それぞれ重要案件でありますけれども、特に平成19年度は骨格予

算とはいえ、さまざまな質疑がなされました。予算の執行に当たりましては、議員の指摘

された事項に十分留意され、浦幌町発展のために、また町民本位の予算執行をしていただ

きますよう、議長としてもお願いを申し上げたいと思います。 
 また、ただいま八木町長から次回選挙には立候補しない、勇退するというごあいさつが

ありました。この４年間、本当に激動の４年間だったろうと思います。また、本当に財政

再建に確固たる信念を持って取り組まれました。夕張のようにしてはならないという思い

が、町民の皆さんに理解を得ながら財政を進めなければならないという思いが大きかった

のだろうと思います。そういう意味では、本当にその成果が今ようやく形としてあらわれ

てきております。そういう中で、その思いはさまざまなものがあろうと思いますけれども、
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本当に４年間、ご苦労さまでございました。 
 また、理事者、そして説明員の皆様には、議長の私の至らないところでいろんな面でご

心配、ご苦労をかけたというふうに思いますけれども、議員の質疑に対し丁寧なる答弁を

いただき、議案の審議にご協力いただきましたことに、この席からでありますけれども、

ありがたく、本当にお礼を申し上げたいというふうに思います。 
 また、議員の皆様につきましては、この任期中に本会議場でお会いすることはこれが最

後になるだろうというふうに思います。私のような議長のために、議員の皆様には本当に

ご苦労をかけ、ご心配をかけた４年間だったろうというふうに思います。何とか無事に終

了することができました。まさしく皆さん、議員各位のご尽力のおかげと心からお礼を申

し上げるところであります。私も管内の議長会に出席しまして、ずっと浦幌町の議会はす

ばらしい、誇りの持てる議会だと言い続けてまいりました。本当に最後まで胸を張って語

ることができた議会だというふうに自信を持っております。 
 また、今後はそれぞれ、この任期で勇退される方、また再度立候補を予定されている方、

それぞれ分かれると思いますけれども、勇退される方には、どうぞご健康に留意され、今

後とも浦幌町の発展のためにご尽力をお願いしたいと思います。また、立候補を予定され

ている方は、町民の審判を受け、再度この議場において議会人として活躍されますこと、

格段のご努力とご奮闘を心からお祈り申し上げたいというふうに思います。 
 この定例会もきょうで終了でありますけれども、皆様のご健闘を本当に心から感謝申し

上げまして、簡単でありますけれども、議長からのあいさつとさせていただきます。あり

がとうございました。 
 
        ◎閉会の議決 
〇水沢議長 お諮りいたします。 
 本定例会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。 
 したがって、会議規則第７条の規定により、本日で閉会いたしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 
 したがって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。 
 
        ◎閉会の宣告 
〇水沢議長 これをもって会議を閉じます。 
 平成19年第１回浦幌町議会定例会を閉会いたします。 

閉会 午後 ２時０５分 
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