
平成１９年第２回浦幌町議会定例会（第３号） 
 
平成１９年 ６月１５日（金曜日） 

開議 午後 ２時００分 
閉会 午後 ３時５８分 

 
○議事日程 
 日程第 １ 議会運営委員長報告 
 日程第 ２ 諸般の報告（議長） 
 日程第 ３ 行政報告（町長） 
 日程第 ４ 議案第５１号 平成１９年度浦幌町模範牧場特別会計補正予算 
 日程第 ５ 議案第５２号 平成１９年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算 
 日程第 ６ 議案第５３号 平成１９年度浦幌町老人保健特別会計補正予算 
 日程第 ７ 議案第５４号 平成１９年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算 
 日程第 ８ 議案第５５号 平成１９年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算 
 日程第 ９ 議案第５６号 平成１９年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 
 日程第１０ 議案第５７号 民事調停の申立てについて 
 日程第１１ 選挙第 ７号 北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙 
 日程第１２ 同意第 ４号 浦幌町公平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１３ 同意第 ５号 浦幌町公平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１４ 同意第 ６号 浦幌町公平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 同意第 ７号 浦幌町監査委員の選任につき同意を求めることについて 
 日程第１６ 発議第 ５号 ２００８年度国家予算編成における義務教育無償、義務教

育費国庫負担制度の堅持と負担率２分の１復元、教育予算

の拡充を求める意見書の提出について 
 日程第１７ 発議第 ６号 ＷＴＯ及び日豪ＥＰＡなど重要農産物の貿易交渉に関する

要望意見書の提出について 
 日程第１８ 発議第 ７号 道路整備に関する意見書の提出について 
 日程第１９ 発議第 ８号 議員の派遣について 
 日程第２０ 発議第 ９号 所管事務調査について 
 
○出席議員（１３名） 
    １番  中  尾  光  昭     ２番  二  瓶     隆 
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    ３番  福  原  仁  子     ４番  森     秀  幸 
    ５番  杉  江     博     ６番  差  間  勝  男 
    ７番  河  内  富  喜     ８番  野  村  俊  博 
    ９番  阿  部     優    １０番  髙  橋  利  一 
   １１番  岸  田  武  雄    １２番  岡  田  愛  啓 
   １３番  田  村  寛  邦 
 
○欠席議員（０名） 
 
○出席説明員 
     町    長   水  澤  一  廣 
     副 町 長   門  馬  孝  敬 
     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 
     診療所事務長   鈴  木  宏  昌 
     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 
     会 計管理者   経  堂  岩  夫 
 
    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 
     事 務 局 長   河  村  七五三喜 
 
    監   査 
     代表監査委員   石  丸  晴  朗 
 
○出席議会事務局職員 
     局 長   泉        初 
     係 長   増  子  礼  子 
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開議 午後 ２時００分 
     ◎開議の宣告 
○田村議長 ただいまの出席議員は、13名です。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 本日の議事については、配布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

いたします。 
 
     ◎日程第１ 議会運営委員長報告 
○田村議長 日程第 1、議会運営委員長報告を許します。 
 杉江委員長。 
○杉江議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。 
 本日午後 1 時より、第 2 回定例会最終日の運営について、正副議長の出席をいただき、
議会運営委員会を開催し、協議をいたしましたので結果について報告を申し上げます。 
 本日の議案の件数は、議案第 51号、平成 19年度浦幌町模範牧場特別会計補正予算から、
議案第 56号、平成 19年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算まで、特別会計補正予算 6件、
一般議案、第 57 号、民事調停の申立てについて、次に、選挙第 7 号、北海道後期高齢者
医療広域連合、議会議員の選挙、続いて、同意案件第 4号から第 7号まで 4件をお願いい
たします。 
 発議は、意見書が第 5号から第 7号まで 3件、休会中の議員の派遣、所管事務調査など
5件であります。 
 以上、議会運営委員会において協議をした結果であります。 
 議員各位のご協賛賜りますよう、お願い申し上げますとともに、本日は、最終日であり

ますので、議員各位におかれましては、より一層の活発なるご審議賜りますよう、お願い

を申し上げまして、議会運営委員長報告といたします。 
○田村議長 これで委員長報告を終わります。 
 
     ◎日程第２ 諸般の報告 
○田村議長 日程第 2、諸般の報告を行います。 
 6月 7日から 14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布して
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３ 行政報告 
○田村議長 日程第 3、行政報告を許します。 
 町長。 
○水澤町長 行政報告でありますけれども、1 の動静につきましては、6 月 7 日以降の動
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静につきましては、お手元に配布のとおりでありますので、お目通しを願いたいと思いま

す。2のその他については、特段ございませんので、よろしくお願いいたします。 
○田村議長 これで行政報告を終わります。 
 
     ◎日程第４ 議案第５１号 
○田村議長 日程第 4、議案第 51号 平成 19年度浦幌町模範牧場特別会計補正予算を議
題といたします。 
 説明を求めます。 
 産業課長。 
○中川産業課長 24ページをお開きいただきたいと思います。 
 議案第 51号 平成 19年度浦幌町模範牧場特別会計補正予算。 
 平成 19年度浦幌町の模範牧場特別会計補正予算（第 1回）は次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第 1条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入
歳出予算の金額は「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 
 平成 19年 6月 7日提出、浦幌町長。 
 第 1表については、省略させていただきます。 
 26ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書、総括については、省略させていただきます。 
 今回の補正につきましては、準職員の人事異動及び退職者による職員減少に伴う人件費

の減額補正並びに不足人員補充による臨時職員賃金及び老朽化による施設の修繕費の追加

補正を行うものでございますので、よろしくお願いいたします。 
 27ページ、2、歳出、1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費 257万 2,000円を追
加し、1,736万 7,000円、11節需用費 66万 2,000円、これは管理棟屋根の修繕代として
66万 2,000円の追加をお願いするものでございます。25節積立金、基金積立金 191万円
の追加でございます。 
 2款施設費、1項 1目施設管理費、257万 2,000円を減額し、8,898万 6,000円、これは
人件費に伴うものでございまして、2節給料 682万 3,000円の減、準職員 2名が減になり
ましたので、これだけの減額をするという内容であります。以下、職員手当等、共済費等

についても、この準職員 2 名の分で減額をするという内容になっております。3 節職員手
当等 294万円の減、4節共済費 310万 5,000円の減、7節賃金 1,029万 6,000円、これに
つきましては、家畜管理、それから牧場作業等の補助職員の臨時賃金でございます。 
 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
○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〕 
○田村議長 質疑なしと認めます。 
 討論はありませんか。 
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〔「なし」の声あり〕 
○田村議長 討論なしと認めます。 
 これより、議案第 51号を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 
○田村議長 挙手多数であります。 
 よって議案第 51号は、原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第５ 議案第５２号 
○田村議長 日程第 5、議案第 52号 平成 19年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正
予算を議題といたします。 
 説明を求めます。 
 町民課長。 
○亀山町民課長 28ページをごらん願います。 
 議案第 52号 平成 19年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算。 
 平成 19 年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1 回）は次に定めるとこ
ろによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第 1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 200万 4,000円を減額し、歳入歳出
の総額を歳入歳出それぞれ 9億 1,798万 9,000円とする。 
 第 2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入
歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 
 平成 19年 6月 7日提出、浦幌町長。 
 第 1表は省略させていただきます。 
 このたびの補正予算につきましては、議案説明資料 26 ページに記載のとおり、主には
平成 19 年度国民健康保険ヘルスアップ事業に係る補助対象経費から血液検査委託経費及
び血液分析器購入経費が除かれたことに伴い歳入歳出予算を減額するものでございます。 
 30ページをごらん願います。 
 歳入歳出補正予算事項別明細書、1の総括は省略させていただきます。 
 31ページをごらん願います。 
 2、歳入、2款国庫支出金、2項国庫補助金、1目財政調整交付金 175万円を減じ、4,311
万 2,000円、財政調整交付金を 175万円更正減するものです。 
 6款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金、25万 4,000円を減じ、1億 3,183
万 7,000円、その他一般会計繰入金を 25万 4,000円更正減するものです。 
 3、歳出、1款総務費、2項徴税費、1目賦課徴収費 4,000円を減じ、166万 2,000円、
19節負担金、補助及び交付金については、本年度から十勝市町村税滞納整理機構へ 13件
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の引き継ぎを行っておりますが、負担金は一般会計分の町税と国民健康保険税の按分で負

担することになっており、引継額に占める国民健康保険税の割合が減少したために 4,000
円更正減するものです。 
 6款 1項保健事業費、1目保健衛生普及費 200万円を減じ、520万 8,000円、13節委託
料で 150万円の更正減、18節備品購入費で 50万円更正減するものです。 
 以上で補正予算の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議願います。 
○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〕 
○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〕 
○田村議長 討論なしと認めます。 
 これより、議案第 52号を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 
○田村議長 挙手多数であります。 
 よって議案第 52号は、原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第６ 議案第５３号 
○田村議長 日程第 6、議案第 53号 平成 19年度浦幌町老人保健特別会計補正予算を議
題といたします。 
 説明を求めます。 
 町民課長。 
○亀山町民課長 32ページをごらん願います。 
 議案第 53号 平成 19年度浦幌町老人保健特別会計補正予算。 
 平成 19年度浦幌町の老人保健特別会計補正予算（第 1回）は次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 710万 9,000円を追加し、歳入歳出の
総額を歳入歳出それぞれ 8億 9,588万 5,000円とする。 
 第 2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入
歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 
 平成 19年 6月 7日提出、浦幌町長。 
 第 1表は省略させていただきます。 
 このたびの補正予算につきましては、議案説明資料 27ページに記載のとおり、平成 18
年度の老人医療費の実績確定に伴い、歳入では、過年度分の国庫支出金及び繰越金を追加

し、歳出では、医療費交付金の償還金及び一般会計繰入金の精算返還金を追加する内容で
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ございます。 
 34ページをごらん願います。 
 歳入歳出補正予算事項別明細書、1の総括は省略させていただきます。 
 35ページをごらん願います。 
 2、歳入、2 款国庫支出金、1 項国庫負担金、1 目老人医療費負担金 703 万円を追加し、
2億 9,388万 4,000円、平成 18年度医療給付費の実績確定により、過年度分の老人医療費
負担金 703万円を追加するものです。 
 5款 1項 1目繰越金 7万 9,000円を追加し、8万円、前年度繰越金 7万 9,000円を追加
するものです。 
 3、歳出、2 款諸支出金、1 項償還金及び還付金、1 目償還金 418 万 3,000 円を追加し、
418 万 4,000 円、平成 18 年度医療給付費の実績確定により、それぞれ過年度分の支払基
金医療費交付金 390万 4,000円、審査支払手数料事務費交付金 5万 9,000円、老人医療費
道費負担金 22万円を償還するため、総額で 418万 3,000円を追加するものです。 
 2項繰出金、1目他会計繰出金 292万 6,000円を追加し、292万 8,000円、平成 18年度
医療給付費の実績確定により、過年度分の一般会計繰入金を精算返還するため、292 万
6,000円を追加するものです。 
 以上で補正予算の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議願います。 
○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〕 
○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〕 
○田村議長 討論なしと認めます。 
 これより、議案第 53号を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 
○田村議長 挙手多数であります。 
 よって議案第 53号は、原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第７ 議案第５４号 
○田村議長 日程第 7、議案第 54号 平成 19年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予
算を議題といたします。 
 説明を求めます。 
 診療所事務長。 
○鈴木診療所事務長 36ページをごらんおき願います。 
 議案第 54号 平成 19年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算。 
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 平成 19 年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計補正予算（第 1 回）は次に定めるところ
による。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 34 万 7,000 円を追加し、歳入歳出の
総額を歳入歳出それぞれ 3億 37万 6,000円とする。 
 第 2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入
歳出予算の金額は「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 
 平成 19年 6月 7日提出、浦幌町長。 
 第 1表歳入歳出予算補正については、省略させていただきます。次のページをおめくり
いただきたいと思います。 
 歳入歳出補正予算事項別明細書、1、総括についても省略させていただきます。 
 今回の補正の主な内容につきましては、診療所における職員の管理部門から医業部門へ

の内部異動によります予算の組み替えの内容となってございます。 
 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 34万 7,000円を追加し、
1億 3,139万 6,000円、一般会計からの繰入金でございます。 
 3、歳出、1款 1項診療所費、1目診療所管理費 248万 2,000円を減額し、3,948万円、
2節給料 159万 3,000円の更正減、3職員手当等 18万 2,000円の更正減、4節共済費 70
万 7,000円の更正減。 
 2目医業費 282万 9,000円を追加し、1億 8,374万 3,000円、2節給料 162万 2,000円
の追加、3節職員手当等 48万円の追加、4節共済費 72万 7,000円の追加。 
 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
○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〕 
○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〕 
○田村議長 討論なしと認めます。 
 これより、議案第 54号を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 
○田村議長 挙手多数であります。 
 よって議案第 54号は、原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第８ 議案第５５号 
○田村議長 日程第 8、議案第 55号 平成 19年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算を
議題といたします。 
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 説明を求めます。 
 施設課長。 
○前田施設課長 議案第 55号 平成 19年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算。 
 平成 19 年度浦幌町の公共下水道特別会計補正予算（第 1 回）は次に定めるところによ
る。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 12 万 2,000 円を追加し、歳入歳出の
総額を歳入歳出それぞれ 4億 609万 6,000円とする。 
 2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出
予算の金額は「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 
 平成 19年 6月 7日提出、浦幌町長。 
 第 1表については、省略させていただきます。42ページをお開きください。 
 歳入歳出補正予算事項別明細書、1の総括は省略させていただきます。 
 今回の補正の内容につきましては、公共下水道受益者負担金及び前納報償金を追加する

内容でございます。 
 2、歳入、1 款分担金及び負担金、2 項負担金、1 目公共下水道費負担金 71 万 7,000 円
を追加し、134万 9,000円、公共下水道事業受益者負担金の追加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 59万 5,000円を減額し、1億 3,889
万 2,000円、一般会計繰入金の減額でございます。 
 3、歳出、1 款総務費、1 項総務管理費、1 目一般管理費 12 万 2,000 円を追加し、267
万 2,000円、前納報償金の追加の内容であります。 
 以上で、説明を終わらせていただきます。 
○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〕 
○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〕 
○田村議長 討論なしと認めます。 
 これより、議案第 55号を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 
○田村議長 挙手多数であります。 
 よって議案第 55号は、原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第９ 議案第５６号 
○田村議長 日程第 9、議案第 56号 平成 19年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算を議
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題といたします。 
 説明を求めます。 
 施設課長。 
○前田施設課長 議案第 56号 平成 19年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算。 
 平成 19年度浦幌町の簡易水道特別会計補正予算（第 1回）は次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 455万円を追加し、歳入歳出の総額を
歳入歳出それぞれ 3億 4,985万 8,000円とする。 
 2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出
予算の金額は「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 
 平成 19年 6月 7日提出、浦幌町長。 
 第 1表については、省略させていただきます。46ページをお開きください。 
 歳入歳出補正予算事項別明細書、1、総括については、省略させていただきます。 
 今回の補正の内容につきましては、簡易水道施設の修繕料並びに老朽化が著しく、更新

が必要な機器を釧路産炭地域基盤整備補助事業として実施する更新工事並びに、町道改良

工事に伴う水道管移設工事に要する費用を追加補正する内容でございます。 
 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 105万円を追加し、
1,645万円、光南4丁目通改良舗装工事に伴う水道管移設工事の負担金の増でございます。 
 4 款繰入金、1 項他会計繰入金、1 目一般会計繰入金 170 万円を追加し、1 億 2,330 万
8,000円、一般会計繰入金の内容でございます。 
 6 款諸収入、1 項雑入、2 目釧路産炭地域基盤整備事業補助金 180 万円を追加し、180
万円、釧路産炭地域基盤整備事業補助金の追加でございます。 
 3、歳出、1款総務費、1項総務管理費、2目施設管理費 350万円を追加し、5,174万円、
11 節需用費、修繕料でございまして、各浄水場の施設の修繕の内容でございます。15 節
工事請負費、各浄水場の施設機器の更新工事の内容でございます。 
 2款 1項事業費、1目給水事業費 105万円を追加し、5,492万 4,000円、15節工事請負
費、光南 4丁目通改良舗装工事に伴う水道管移設工事でございます。 
 以上で説明を終わらせていただきます。 
○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〕 
○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〕 
○田村議長 討論なしと認めます。 
 これより、議案第 56号を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 
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〔賛成者挙手〕 
○田村議長 挙手多数であります。 
 よって議案第 56号は、原案のとおり可決されました。 
 お諮りをいたします。 
 ここで暫時休憩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〕 
○田村議長 異議なしと認めます。 
 よって、暫時休憩いたします。 
 

午後 ２時２７分 休憩 
午後 ２時２８分 再開 

 
○田村議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 
     ◎日程第１０ 議案第５７号 
○田村議長 日程第 10、議案第 57号 民事調停の申立てについてを議題といたします。 
 説明を求めます。 
 産業課長。 
○中川産業課長 議案第 57号 民事調停の申立てについて。 
 浦幌町は、次により民事調停を申し立てるものとする。 
 平成 19年 6月 15日提出、浦幌町長。 
 記、1、申立人、北海道十勝郡浦幌町長、水澤一廣。2、相手方、別紙のとおり。3、申
立ての趣旨、浦幌町高齢者生産活動センター業務委託契約に基づき浦幌商工事業協同組合

に対し運転資金として貸与した金 4,400万円のうち未返済金 4,390万円及びこれに係る弁
済遅延損害金について、浦幌商工事業協同組合の債務につき連帯して保証した相手方らに

対し支払いを求める。4、申立ての理由、平成 18年 4月 1日、浦幌商工事業協同組合に対
し運転資金として貸与した金 4,400万円のうち 4,390万円が弁済期日の平成 19年 3月 31
日までに返済されないため、浦幌商工事業協同組合の債務につき連帯して保証した相手方

らに対し、未返済金 4,390万円及び平成 19年 4月 1日から支払い済みに至るまで約定の
年 14％の割合による遅延損害金の支払いを求めるものである。5、申立裁判所、帯広簡易
裁判所。 
 別紙、北海道帯広市西 6条南 10丁目 51番地 3 1001号、相手方、綱島昇外 12名。 
 以上でございます。 
○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、野村議員。 
○野村議員 この問題は、議会でも大きな問題になりまして、またマスコミにも大きく報
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道され、町の対応が非常に注目されている事案だと認識しております。また、先の産建委

員会においても、3 回を数える調査が行われ、このような第三者を交えた中で和解を委員
会として最終的に良い方向で決定を出すという形で出てきたと思うのですけれども、ここ

の民事調停に至るまでの、今までの過程、交渉ごとについて、もう少し具体的に詳しく、

なぜここまで至らなければならない状況になったかを、まずきちっとご説明いただきたい

と思います。 
○田村議長 産業課長。 
○中川産業課長 野村議員からご質問ありましたように、議会の産業建設常任委員会の中

で議論いただきまして、最終的には両方で第三者的な方を立てて、きちんとした話し合い

をしなさいということでいただきました。 
 その後、協議を進めるべく、段取りをしていたのですが、3 月 9 日に役場の方に商工事
業協同組合の代表の方が見えまして、弁護士と協議の結果、近々破産宣告の手続をとりた

いということで、連絡がくると思いますのでよろしくお願いしますということで、私ども

の方では話し合いをしたいということで進めていたわけですが、一方的にそういう通告を

いただきました。 
 そして、文書的には裁判所から 3 月 23 日付けで商工事業協同組合が平成 19 年の 3 月
14日に申立てをしたという文書をいただきました。ですから、何日も経たないうちに、そ
ういう通告がきたということで、町としては窓口がふさがれてしまったということで、町

といたしましては、産建委員会の意見を尊重いたしまして、何とか和解なり話し合いをし

たいということで、あと手段としては、第三者を入れた調停、これしか方法はないのでは

ないかということで協議した結果、顧問弁護士とも相談いたしまして、先日、商工事業協

同組合の専務とお話をしました。そして、そういう場を持っていただければ、個人的には

相談に乗れる気持ちはあるということですし、そういう調停の中で、また商工事業協同組

合としても役員会等を開いて今後の方向性を、また相談したいと。内容について、また町

の方へ持ってきて再度お話をしたいということで、今のところそういう方向で進めたいと

いうふうに思っています。 
 要するに、窓口がふさがれてしまったので、第三者的な調停をするには、この裁判所の

調停しかないかなということで、今回、こういう提案をさせていただいたということでご

ざいます。 
○田村議長 8番、野村議員。 
○野村議員 商工事業協同組合の自己破産宣告、今言った形を取らざるを得ないという中

身もわかりましたし、相手方はほとんど町内在住者でございます。また、いろいろな形を

含むと 13 名というたくさんの方に対する調停申立てをしたわけでございますけれども、
その内容についてはよろしいですけれど、今後についてこうせざるを得ないことも大いに

理解できるところでございます。実際、この申立て、議会で承認した場合に、この費用的

な問題、また町として相手方 13 人でございます。どのような調停を行うのか、私もこう
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いうことは、知識としてありませんけれども、それに対する費用及び相手方の窓口、町は、

誰が対応して、どのような結論を下すのか。 
 もう 1点、これはあくまでも調停の申し入れであって、そこには当然和解ということも、
最終的には求めるための調停だと思うのですけれども、その和解になった場合の行政の対

応の手順としてどのような方法をとるのか、あくまでも調停の申立ては議会で承認したと

しても、和解となれば、また議会に対して提案を必要とするのがルールだと思うのですけ

れども、その辺についての考え方、手順、また費用的な問題も含め、お伺いしたいと思い

ます。 
○田村議長 副町長。 
○門馬副町長 まず費用の関係でございますが、申立てするための費用がかかるというこ

とでございますが、申立書にかかる印紙代等がございます。それとその他文書発送等の切

手代ということでありますが、大体それが印紙代が 6万 5,800円、切手代が 1,600円、申
請にかかる費用がそれくらい、町としては、顧問弁護士がいますので顧問弁護士に一応代

理人として依頼をしたいという考えであります。弁護士料については、現在のところ金額

がはっきりしておりませんけれども、それは今後の調停の内容あるいは時間等によって金

額が変わるということでございますので、現段階ではまだいくらとは言えませんが、弁護

士に対する報酬はかかって参ります。 
 それと今後の進め方の内容でございますが、調停については裁判所に申立てしまして、

裁判所の方でおそらく調停委員会の方に、この調停の関係について依頼をするのではない

かというふうに考えられておりまして、調停委員会については、主任の調停委員、それ以

外に調停委員 2人以上ということになっておりますので、最低 3人以上で調停委員会が設
けられて、それに当事者なり代理人が出席して、その内容についてはいろいろと調停がな

されるということになります。 
 最終的にお互いに納得するという場合については、調停が成立するということになりま

す。調停の成立にあたっては、これは議会の議決事項になりますので、裁判でいう和解と

同じ形になりますので、その場合については、成立になった場合については、議会の議決

をいただくということになりますので、そういうことでございます。以上でございます。 
○田村議長 8番、野村議員。 
○野村議員 なるべく町内の方で長い間行政とかかわりのある事業でございますので、速

やかなる調停で和解がされることが期待するものでございますけれども、ただ問題は調停

でございます。最悪の場合、調停が不成立、また調停に対うる今までの流れからみると、

非常に調停のテーマが出てくるのかなという、これは私の私見でございまして、こんなこ

と言ったら失礼なのですけれども、そういうことになった、今後、調停が不成立になった

場合に、今後町としてはどのような対応をとっていくのか、一応第三者機関をして、話を

しようというテーブルが片方は乗ってこなかったり、またあとで乗ったとしても和解まで

至らなかった場合の考え方というのは、町長どう思いますか。最後にお伺いしたいと思い
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ます。 
○田村議長 町長。 
○水澤町長 野村議員が言われるとおり、私どもとしても第三者に調停をお任せし、何と

か円満に解決をしていただくということを望んでいるわけでありますけれども、相手の方

もいらっしゃるわけでありまして、調停が不調になるということも当然想定されるという

ことでありますけれども、私どもが調停が不調に終わったということになれば、当然、町

民皆さんの財産でありますから、本訴訟ということも考えていかなければならないだろう

というふうに思っています。その際には、再度議会の皆さんにお諮りをしながら、訴訟と

いう方に進んでいくということになるだろうと思いますので、その節はまたよろしくお願

いしたいと。最終的には、議会の皆さんの決断をお願いするということになるだろうと思

いますので、議会にかけるということになると思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 
○田村議長 1番、中尾議員。 
○中尾議員 私も質問をさせていただきます。先ほど、課長の方から 3月 9日に相手方か
ら破産の文書が出て、14 日に申立てをしたという答弁ありました。今日、6 月 15 日です
か、約 3カ月経ってます。先ほど、相手方の窓口がなくなったというようなお話でしたけ
れども、実際にほとんどの方が浦幌町に在住しています。その方々に対して、先ほど、専

務がきてお話をということありましたけれども、私は、今、浦幌にいる方々だけでもです

ね、もうちょっと町としてのコンタクトの取り方があったのではないかと。今、浦幌に住

んでいる浦幌町民に対しての調停ということですから、町民に対してですね、やはりそう

いう場を 1回も設けない状況の中で調停に持っていくということに対して、私はいかがな
ものかと思います。その辺について、町長のお考えを伺いたいと思います。 
○田村議長 町長。 
○水澤町長 中尾議員のご質問にお答えしますけれども、私ども町としては、何とかそう

いう機会を持ちたいということで再三申し上げていたわけでありますけれども、ましてや

産業建設常任委員会の中でそういう所見もいただいておりますので、相手の方に対しまし

ては、何とか話し合いする機会を持ちたいということで再三申し上げておりましたけれど

も、先ほど申し上げましたとおり、産建の所見が出た後すぐに破産宣告をするという状態

の中で、なかなか話し合いの機会が持てなかったというのが事実関係であります。そうい

う意味で、先日、話し合いの機会が持てないので、こういう調停で進めさせていただきま

すということを申し上げながら、当事者の方に文書でこういう手段についてご通知をさせ

ていただいたという経緯でありますので、ご理解をいただきたいと思います。 
○田村議長 1番、中尾議員。 
○中尾議員 町長言われるのは、あくまでも町として今浦幌町に在住している当事者の

方々に対してコンタクトをとったというようなことなのですけれども、先ほど、課長の説

明ではですね、破産したということによって窓口が閉ざされてしまったので相手方とのコ
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ンタクトがとれていないというように私は解釈をしたわけであります。町長は、破産をし

たけれども、相手方に対して話し合いのテーブルについてくださいよというようなコンタ

クトをとったと。私は、相手方もこの問題に対して前向きな姿勢があるのか、ないのか。

これによって町としての対応がさらに変わってくるのではないかというふうに思うのです。

ですから、あくまでも相手の対応、相手の基本的なスタンスというものが、私は今後のも

のについても重要な形を示してくるのではないかなと思うのです。その点もう 1点説明お
願いしたいと思います。 
○田村議長 産業課長。 
○中川産業課長 私の言い方も悪かったのかもしれませんけれども、要するに 3 月 14 日
で破産宣告の申立てを相手方はしているのです。相手方には管財人がつきまして、お金の

話は一切できないという状況になったことはご理解がいただけると。それでいろいろ後始

末の関係等もありまして、専務等はいろいろ連携を取りながらやっていたわけですが、あ

との役員の方とはコンタクトをとれなかったわけですけれども、あとは専務と三役等の話

し合いはなされたのかどうか、私どもは掌握しておりませんけれども、一定程度こういう

ことで何とか破産宣告をされてしまったので、今後、どういう方向性に持っていくか、う

ちの方も顧問弁護士と協議をするということで、ずっと進めてきておりましたけれども、

先ほど、町長が言いましたように、なかなか相手方とのコンタクトが取れなかったという

ことで、本日まで延び延びになってきて、最終的に今月の 26 日に財産状況報告集会が裁
判所で開催されますので、それを受けて組合の方はまた町との話にのれるか、のれないか、

町の民事調停の中でできるだけ和解、お互いが歩み寄れる分があれば話をしたいという専

務の話でございますけれども、これは個人的な意見ということになりませんので、組合全

体の意見としては後ほどまたまとめたいということを言っていただいておりますので、今

まではちょっとお互い隔たりがありましたけれども、これからこの調停等を通じて一歩ず

つでも歩み寄れる部分が出てくるのかなというふうに思っております。ちょっと 3月から
現在まで間が空いてしまったということで、私の方で接点がなかなか持てなかったという

ことについては、申しわけないというふうに思っていますので、よろしくお願いいたしま

す。 
○田村議長 1番、中尾議員。 
○中尾議員 最後の質問ですが、私は、なかなかコンタクトの取れない中においても役員

の専務とは少しずつでもいい状況の中で話し合いができていると。また今月の 26 日に財
産状況の会議があるということの中で、町長も申し上げましたけれども、調停ののちの訴

訟ということも視野に入れた今回のこの部分をですね、調停に進んでいくということが本

当に私はその方々との友好的なと言いましょうか、形の中で和解が進むのだろうかという

ような心配しております。やはり和解を町と町民の間ですから、私はいい関係の中で解決

を見出していただきたいと思いますが、訴訟も踏まえたこの行動がですね、本当にお互い

のいい和解に繋がるのかということを私は心配しております。であるならば、もう少し慎
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重な上に私は行動を取っていただきたいというふうに思います。 
○田村議長 町長。 
○水澤町長 このたびの民事の調停の申立てですけれども、先ほど申し上げましたとおり、

何とか調停の中で円満に解決していきたいというのが私どもの願いでありますし、相手の

方にとりましても、個人的に話ができないという形になっておりますから、あくまでも相

手の方も第三者を立てながら第三者の中で調停を行っていくというのがお互いの立場を尊

重する意味では大切なことではないかなと思っています。その中で、結果的にどうなるか

というのは、全く予断を許さないわけでありますけれども、結果的に不調になった場合に

ついては、また議会の皆さんにその後の訴訟ということも含めて、提示をしたいと、審議

をいただきたいというふうに考えております。 
 あくまでも私どもとしては、円満に解決していくということが本旨でありますから、そ

れであくまでも一番先に訴訟をするということではなくて、民事調停を行っていくという

ことでありますので、どうぞご理解をいただきたいと思います。 
○田村議長 6番、差間議員。 
○差間議員 いろいろ意見が出ております。私も産建でおりまして、双方から具体的な話

も聞いております。特に理事者の方としても、それなりの言い分があったと思います。た

だ一つ、この議案に出ている方々、特に理事長が亡くなりまして、法定相続人が 4人いる
と。当然、これは法的には有効だとは思いますけれどもね、やはり組合が今までの経過の

中で、かなり強硬なことを言っている部分もあります。これは私も資料持ってきておりま

せんけれども、町長の説明を聞きましてね、なるほどなということがありました。 
 まず 1点は、顧問弁護士がこの問題を取り上げたのはいつ頃か。もう 1点は、今回のい
わゆる民事調停、これはっきり言いましてね、相手は破産しているのですから、破産して

いなかったら話し合いにも応じた可能性がある中でね、現実はっきりしちゃっていると。

そういう中で、顧問弁護士は当然浦幌町の顧問弁護士ですからね、この問題点をとりあげ

ていただいていると思いますけれども、やはり法定相続人の 4 人の方ですか、旦那さん、
お父さんがそういう方々が亡くなって、こういう人方はどうなのでしょうね。法的には有

効かもわかりませんけれども、弁護士の判断はこういうことで判断しているのでしょうか。

まず 1点、いつ頃から弁護士を通じてこの問題を取り組んできたか。これを先にお聞きし
たいと思います。 
○田村議長 産業課長。 
○中川産業課長 顧問弁護士とは、破産手続き開始通知書がきた時点で、3月 23日以降す
ぐに相談に参りまして、町としてどういう手続がとれるのか、いろいろ相談を始めたのが

その頃からと。現在、何回か相談をしているという状況でございます。法定相続人につい

ては、弁護士の方とも協議をしておりますが、この点についてはなかなか難しいというこ

とは弁護士から言われております。ですが、町としてはあくまでも責任は理事長であった

中山さんにもあるだろうということで、10人公平に訴訟にあたっていただくということで、

 - 16 -



そういう判断をしたということでございます。 
○田村議長 6番、差間議員。 
○差間議員 もちろん、そういう専門的な分野は弁護士でないとわかりませんから、そう

だとは思っております。しかし、現在の法定相続人、理事長も当時ですね、800 万組合に
貸していると。そして、理事長が亡くなった時点、相続人の代表が組合へ行って 800万は
一体どうなっていると、そういう話もこのたび聞いたわけですけれども、その点どうです

か。聞いていますか。これは当然聞いていると思うのです。 
 しかし、やはり今 4,400万というのは、今回の統一地方選挙の中でも町長も触れている
のではなかったかなと思いますけれども、やはり町民の皆さんは、4,400 万は単に組合に
貸しているという判断をしているわけですから、これは当然返してくれというのは当然だ

と思います。しかし、これには中身がかなり産建で聞いていても、かなり深い問題が出て

きていると。産建では、双方きちっと話をすれと、当然、当時の町長は弁護士を立ててど

うのこうのと言っておりましたけれども、同じ浦幌の町民が当時ですよ、企業誘致とか雇

用問題とか、いろいろ含んだ中で頑張ってきたと思うのですよ。ですから、平成 12 年の
2,600 万の借入れをそのまま組合に移行した、これが一番問題だと思っていたのですけれ
どもね、今回、そういうことではっきりしてくるのではないかと思います。しかし、町民

は 4,400万は今言ったように、素直に組合に貸したという判断しているわけですからね、
その点町長にちょっと言っておきたいことはね、やはりお金も大事ですけれども、やはり

それ以外のものも何かあるのではないかなと私は感じております。今言ったように、雇用

関係もかなり頑張って組合がやってきているわけですから、その点一つ町長にお聞きして

おきたいと思います。 
○田村議長 町長。 
○水澤町長 商工事業協同組合の事業の経緯につきましては、先ほどからお話あるとおり、

産業建設常任委員会の中で 3回にわたり、いろいろな経緯も含めてお話をされたというふ
うに思います。それぞれ商工事業協同組合の役員の皆さんのお話も聞きましたし、理事者

のお話もそれぞれ産建委員会の中で、皆さんお話をお聞きしていると思います。それぞれ

の立場が当時からあったのだろうなというふうに思います。 
 そういう中で、なかなか最終的にこの金銭の貸し借りというものについて、話がなかな

か通じなかったというのも事実だったろうと思います。そういう意味では、いろいろな部

分を含めて第三者にお任せをしながら冷静な判断を仰ぎたいというのが前理事者の考え方

でありましたし、私もその方が冷静な形で判断がされるのではないかということで、この

たび調停ということで申し立てるということにしたわけであります。そういう意味では、

それぞれの判断をそれぞれの立場で、まず自ら立場だけを主張していくということになれ

ば、なかなか話し合いがつかないということもありますから、あくまでも第三者的機関に

申立てをしながら、冷静な立場で判断をしていただきたいというのが申立ての趣旨であり

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 
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○田村議長 6番、差間議員。 
○差間議員 町長が今言われたことは、そのとおりだと思っています。しかしながら、な

かなかこれは奥が深いわけですから、いろいろな三代目ですか、町長、そういう前の問題

をぶり返して、最終的には貧乏くじを引くのが水澤町長ではないかと。私もその点は十分

心得て心配している一人でもあります。 
 しかしながら、この 4,400万というのは町民の貴重な財源であると、これを根底に置い
ておいて、やはりいい方向に解決をしていただきたい。これは浦幌町民が皆注目しており

ますから、ですから、マスコミ等もいろいろ出ておりますけれども、私はマスコミという

のは面白おかしく書いているのではないかなと。関心のあるように書いている、私はそう

いうことでございますので、もう少しこれにつきましては、オープンにして、やはり一町

民をどうのこうのということではなく、浦幌町の当然これに議会だって責任あるわけです

から、どうかその点十分に公開をしていただきたいと、最後にお願いをしておきたいと思

います。以上です。 
○田村議長 町長。 
○水澤町長 この件につきましては、決して密室でやっていたということではないと思い

ますし、先ほどから申し上げている産業建設常任委員会の中でも新聞報道機関関係も入っ

ておりましたし、公開されている場でいろいろな話をされているというふうに思います。

ましてや、この調停でありますから、公の場でありますから、決して中で何か皆が見えな

いところでどうにかするということでは決してないと思いますので、あくまでも公の場で

第三者機関が冷静に判断を下していただけるように私どももお願いをしたいというふうに

思っています。そういう意味で、皆さんもしっかりこの行く末については、見ていただき

たいと思いますし、私どもとしては 4,390万の金額というのは、町にとっても、町民の皆
さんにとっても大きな金額であろうと。 
 そういう意味では、うかつな判断はなかなかできないだろうし、また安易な妥協という

のはできないというふうに思っていますので、民事調停の中でお互いの話をして、言い分

を言いながら調停委員の皆さんに判断を仰いでいただければ一番いいのかなというふうに

思っています。決して、何か町民に見えない形で行われるということではないと思います

ので、よろしくご理解をいただきたいと思います。 
○田村議長 7番、河内議員。 
○河内議員 同僚議員がいろいろお聞きしましたので、なるべく重複しないような形での

質問をさせていただきたいと思いますが、事業協同組合が設立した経緯というのは、差間

議員も申し上げたように、地域振興、地域雇用という形での設立の中で、前々町長の時に

ですね、立ち上がり、その後ずっと継続して今日に至っているわけでありますけれども、

町長も触れられておりますけれども、その努力とか地域貢献については十分認めての認識

は持っていると思いますが、今回このような形に最終的になってしまったということでご

ざいますが、このことについては、私も 8年間議員をやっている中で、これらのことにつ
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いて説明を受け、貸付金についても承認をしてきたということで、理事者ともども議員と

しての責任ということも十分感じております。 
 その中で、同じ志を持って地域貢献のために努力してきた人々がですよ、こういうこと

で最終的に今は調停という形での進め方でございますが、最悪訴訟という問題になりかね

ないということでございますが、私は、是非こういった訴訟になることは避けるべきであ

るという考えでおります。そういうことで、できるならば、調停ということでの解決を図

っていただきたいと思うわけですが、今回、議案として民事調停の申立てがされているわ

けですけれども、先ほど聞いたところによると、専務との個人的な話の中では、調停への

考えもほのめかしているようなことを申されましたけれども、私は、今後ですね、残され

た期間、このことについて調停が成立すべく全力で努力を傾注していただきたい。このこ

とに対するお願いをまずしておきたいと思います。 
 それとこの中を見ますとですね、14％の未返済金の遅延損害金ですか、それは現在の金
額は、当然この金額から派生したものが生じてくることだと思いますが、例えば、本訴訟

になった場合に、その訴訟の期間が結論が出るまで延びるとなると、その金額に当然 14％
というのが上乗せされてどんどん増えていくということになるのかどうか、その 2点につ
いてお聞きしたいと思います。 
○田村議長 産業課長。 
○中川産業課長 町の方としてもできるだけ訴訟の方はしたくないという基本的な考え方

が、先ほどから町長も申し上げたとおりでありますし、要するに、産建委員会の中でもお

互いの言い分が食い違う部分が確かにありましたし、町側は基本的には町民の財産であり

ますから、返していただきますよという主張でありますし、組合側については一銭も払え

ませんという平行線でずっときたわけですから、その中で何とか第三者を入れた調停でや 

るべきではないかという所見をいただいたわけです。 
 そういう中で、確かに河内議員がおっしゃいますように、地域振興だとか地域の雇用に

は大変貢献をいただいていますし、その分については、我々としても認めているわけでご

ざいます。そういう中で、何とかお互いにいつまでも払う、払わないという議論をしてい

るよりも、先ほどから言ってますように、第三者を立てて昔のことは少しお互いに悪かっ

たのだから考えましょうと、そういう話し合いは、こういう第三者を入れた機関でないと、

いつまでたってもお互いの言い分がぶつかりあっちゃって前に進まないということで、商

工事業協同組合の役員の方ともやっぱり第三者を立てないと駄目だねということで、現在

まで話が進んできていますし、我々の判断としては、やはり第三者的立場で民事調停をし

た方が、話が丸くおさまるのではないかなという感じで、今回の申請に至っているという

ことで、何とかご理解をいただきたいというふうに思っています。 
○田村議長 副町長。 
○門馬副町長 先ほどの遅延損害金の関係ですが、これは契約書の中に、要するに支払い

が遅れた場合は、そういう遅延金がかかるという約定になっておりますので、これについ
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ては、法的にこういう形でせざるを得ないということでありますので、ご理解をいただき

たいと思います。 
○田村議長 他に質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○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〕 
○田村議長 討論なしと認めます。 
 これより、議案第 57号を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 
○田村議長 挙手多数であります。 
 よって議案第 57号は、原案のとおり可決されました。 
 お諮りをいたします。 
 ここで暫時休憩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〕 
○田村議長 異議なしと認めます。 
 よって、暫時休憩いたします。 
 

午後 ３時１２分 休憩 
午後 ３時２５分 再開 

 
○田村議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 
     ◎日程第１１ 選挙第７号 
○田村議長 日程第 11、選挙第 7号 北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙を行い
ます。 
 選挙は投票により行います。 
 直ちに投票に入ります。 
 議場の出入り口を閉めます。 

〔議場閉鎖〕 
○田村議長 ただいまの出席議員数は 13人です。 
 次に、立会人を指名いたします。 
 会議規則第 32 条第 2 項の規定により、立会人に 10 番、髙橋利一議員、11 番、岸田武
雄議員を指名いたします。 
 投票用紙を配ります。 
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〔投票用紙配布〕 
○田村議長 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○田村議長 配布漏れなしと認めます。 
 投票箱を点検します。 

〔投票箱の点検〕 
○田村議長 異常なしと認めます。 
 ただいまから投票を行います。 
 念のため申し上げます。 
 投票は、単記無記名です。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、1番議員から順番に、
順次投票願います。 

〔投 票〕 
○田村議長 投票漏れはありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○田村議長 投票漏れなしと認めます。 
 投票を終わります。 
 開票を行います。立会人は、開票の立会をお願いいたします。 

〔開 票〕 
○田村議長 選挙の結果を報告いたします。 
 投票総数 13票、これは先ほどの出席議員数に符号しております。 
 そのうち、有効投票 13票、無効投票ゼロ票です。 
 有効投票のうち、竹田和雄氏ゼロ票、成瀬勝弘氏ゼロ票、牧野勝頼氏ゼロ票、本吉元弘

氏ゼロ票、仲田駿介氏ゼロ票、中島滋氏ゼロ票、大場博義氏 12 票、北原文雄氏ゼロ票、
中橋友子氏 1票でございます。以上のとおりであります。 
 なお、選挙結果報告は、直ちに北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙長に送付い

たします。 
 また、選挙結果につきましては、後日報告されることとなっておりますので、通知があ

り次第お知らせいたします。 
 議場の出入り口を開きます。 

〔議場開鎖〕 
 
     ◎日程第１２ 同意第４号 
○田村議長 日程第 12、同意第 4号 浦幌町公平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。 
 説明を求めます。 
 町長。 
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○水澤町長 同意第 4号 浦幌町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて。 
 浦幌町公平委員会の委員 飯居 暢は、平成 19年 6月 26日をもって任期満了となるので、
次の者を選任したいから、地方公務員法第 9条の 2第 2項の規定により議会の同意を求め
る。 
 平成 19年 6月 7日提出、浦幌町長。 
 記、住所、浦幌町字新町 17番地、氏名、飯居 暢。 
 以上、提案いたしますので、ご同意いただきますようお願い申し上げます。 
○田村議長 説明が終わりましたので、これより質疑・討論を省略し、同意第 4号 浦幌
町公平委員会委員の選任につき同意を求める件を、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、起立願います。 

〔賛成者起立〕 
○田村議長 起立多数であります。 
 よって同意第 4号は、同意することに決定いたしました。 
 
     ◎日程第１３ 同意第５号 
○田村議長 日程第 13、同意第 5号 浦幌町公平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。 
 説明を求めます。 
 町長。 
○水澤町長 同意第 5号 浦幌町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて。 
 浦幌町公平委員会の委員 荒木英夫は、平成 19年 6月 26日をもって任期満了となるの
で、次の者を選任したいから、地方公務員法第 9条の 2第 2項の規定により議会の同意を
求める。 
 平成 19年 6月 7日提出、浦幌町長。 
 記、住所、浦幌町字末広町 14番地、氏名、木下貞雄。 
 以上、提案いたしますので、ご同意いただきますようお願い申し上げます。 
○田村議長 説明が終わりましたので、これより質疑・討論を省略し、同意第 5号 浦幌
町公平委員会委員の選任につき同意を求める件を、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、起立願います。 

〔賛成者起立〕 
○田村議長 起立多数であります。 
 よって同意第 5号は、同意することに決定いたしました。 
 
     ◎日程第１４ 同意第６号 
○田村議長 日程第 14、同意第 6号 浦幌町公平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。 
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 説明を求めます。 
 町長。 
○水澤町長 同意第 6号 浦幌町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて。 
 浦幌町公平委員会の委員 池田昌策は、平成 19年 6月 26日をもって任期満了となるの
で、次の者を選任したいから、地方公務員法第 9条の 2第 2項の規定により議会の同意を
求める。 
 平成 19年 6月 7日提出、浦幌町長。 
 記、住所、浦幌町字帯富 154番地の 13、氏名、田中克枝。 
 以上、提案いたしますので、ご同意いただきますようお願い申し上げます。 
○田村議長 説明が終わりましたので、これより質疑・討論を省略し、同意第 6号 浦幌
町公平委員会委員の選任につき同意を求める件を、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、起立願います。 

〔賛成者起立〕 
○田村議長 起立多数であります。 
 よって同意第 6号は、同意することに決定いたしました。 
 
     ◎日程第１５ 同意第７号 
○田村議長 日程第 15、同意第 7号 浦幌町監査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。 
 説明を求めます。 
 町長。 
○水澤町長 同意第 7号 浦幌町監査委員の選任につき同意を求めることについて。 
 浦幌町監査委員 石丸晴朗は、平成 19 年 7 月 11 日をもって任期満了となるので、次の
者を選任したいから、地方自治法第 196条第 1項の規定により議会の同意を求める。 
 平成 19年 6月 7日提出、浦幌町長。 
 記、識見を有する者、住所、浦幌町字共栄 134番地の 2、氏名、石丸晴朗。 
 以上、提案いたしますので、ご同意いただきますようよろしくお願い申し上げます。 
○田村議長 説明が終わりましたので、これより質疑・討論を省略し、同意第 7号 浦幌
町監査委員の選任につき同意を求める件を、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、起立願います。 

〔賛成者起立〕 
○田村議長 起立多数であります。 
 よって同意第 7号は、同意することに決定いたしました。 
 
     ◎日程第１６ 発議第５号 
○田村議長 日程第 16、発議第 5号 2008年度国家予算編成における義務教育無償、義
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務教育費国庫負担制度の堅持と負担率 2分の 1復元、教育予算の拡充を求める意見書の提
出についてを議題といたします。 
 提出者の説明を求めます。 
 総務文教厚生常任委員会委員長。 
○阿部総務文教厚生常任委員長 発議第 5 号 2008 年度国家予算編成における義務教育
無償、義務教育費国庫負担制度の堅持と負担率 2分の 1復元、教育予算の拡充を求める意
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 条第 3 項の規定により提出いた
します。 
 平成 19年 6月 15日、提出者、総務文教厚生常任委員会委員長、阿部優。 
 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。 
 すべての国民に対して、義務教育を保障することは国の重要な責任であります。しかし、

義務教育費国庫負担金の負担割合が 2分の 1から 3分の 1に縮小されたことや、地方交付
税削減の影響、厳しい地方財政の状況などから教育費や図書費、学校施設などを含めて教

育条件の地域間格差が広がりつつあります。 
 ここ浦幌におきましても、生徒数や財政を理由にした機械的処置で浦幌高等学校の存続

が危ぶまれている状況であり、子どもたちが地元で学べる環境を維持できるよう教育予算

を国全体として、しっかりと確保・充実させる必要があります。 
 国の責務である教育水準の最低保障を担保するために必要不可欠な義務教育費国庫負担

制度を堅持し負担率 2分の 1復元をすること。また交付金化や一般財源化を行わないこと。 
 憲法・教育基本法の理念である義務教育無償を実現するため、保護者負担がゼロとなる

よう教育予算を拡充すること。 
 30人以下学級を早期に実現すること。教職員定数改善計画の実現と学校教育法第 28条
ただし書き並びに同法第 103条を削除し、ゆとりのある教職員配置を実現すること。 
 学校施設整備費、就学援助・奨学金、図書費など、教育予算の充実のため、地方交付税

を含む国の予算を拡充すること。 
 2008年度以降の高校配置について、生徒数や財政を理由に小規模校の統廃合を一方的に
決定することなく、子ども達が地元で学べる環境の維持を最優先させること。 
 以上、全国のどの地域においても教育の機会均等と義務教育無償で一定水準の教育機会

の保障が図れるよう強く要望する内容の意見書を衆参議長、内閣総理大臣、各関係大臣に

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。 
○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〕 
○田村議長 質疑なしと認めます。 
 討論はありませんか。 
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〔「なし」の声あり〕 
○田村議長 討論なしと認めます。 
 これより発議第 5号を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 
○田村議長 挙手多数であります。 
 よって発議第 5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１７ 発議第６号 
○田村議長 日程第 17、発議第 6号 ＷＴＯ及び日豪ＥＰＡなど重要農産物の貿易交渉に
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。 
 産業建設常任委員会委員長。 
○差間産業建設常任委員長 発議第 6号 ＷＴＯ及び日豪ＥＰＡなど重要農産物の貿易交
渉に関する要望意見書の提出について。 
 上記議案を、別紙のとおり浦幌町議会会議規則第 14条第 3項の規定により提出します。 
 平成 19年 6月 15日、提出者、産業建設常任委員会委員長、差間勝男。 
 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。 
 北海道、十勝の農業は、安全・安心で良質な食糧の安定供給をはじめ、国土や環境の保

全、地域経済の活性化など多面的機能の発揮に重要な役割を果たしています。こうした中

で、農産物の貿易ルールなどを決めるＷＴＯ農業交渉や日豪ＥＰＡ交渉が進められており、

北海道経済の柱である農業に大きな打撃を与えることが危惧され、危機感を募らせていま

す。 
 ＷＴＯ農業交渉も我が国の食糧自給率は、40％と食糧の大半を海外に依存している現状
の中で、上限関税の設定など国内農業生産や国民の命や暮らしに直結する重要課題であり、

断じて認めることはできません。 
 日豪ＥＰＡ交渉においても地域経済全体に甚大な打撃を与えることは必至であります。

このため、農業、農村をはじめ地域経済や雇用に打撃を与えることのないよう、強く要望

する内容の意見書を衆参議長、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。 
○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〕 
○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〕 
○田村議長 討論なしと認めます。 
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 これより発議第 6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〕 
○田村議長 挙手多数であります。 
 よって発議第 6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１８ 発議第７号 
○田村議長 日程第 18、発議第 7号 道路整備に関する意見書の提出についてを議題とい
たします。 
 提出者の説明を求めます。 
 産業建設常任委員会委員長。 
○差間産業建設常任委員長 発議第 7号 道路整備に関する意見書の提出について。 
 上記議案を、別紙のとおり浦幌町議会会議規則第 14条第 3項の規定により提出します。 
 平成 19年 6月 15日、提出者、産業建設常任委員会委員長、差間勝男。 
 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。 
 道路は、道民生活や経済、社会活動を支える最も基礎的なインフラであり、北海道の道

路網の整備は道民が長年にわたり熱望してきているところからも、中長期的な視野に立っ

て体系的かつ計画的に推進されるべきものである。 
 自動車交通への依存度が高い北海道の道路整備は、全国に比べ大きく立ちおくれており、

本道における「活力ある地域づくり」や「安全で快適な生活づくり」、「観光のくにづくり」

を支援するうえでより一層重要である。 
 高規格幹線道路ネットワークの形は北海道が自主・自律を目指し、我が国における安定

した食糧供給基地、観光資源の提供の場などとして、その役割をしっかり担っていくため

の最重要課題である。北海道の道路整備の実情を十分踏まえ、引き続き、道路整備が強力

に推進されるよう、特段の配慮を強く要望する。 
 この意見書を、衆参議長、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。 
○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〕 
○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〕 
○田村議長 討論なしと認めます。 
 これより発議第 7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〕 
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○田村議長 挙手多数であります。 
 よって発議第 7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１９ 発議第８号 
○田村議長 日程第 19、発議第 8号 議員の派遣についてを議題といたします。 
 お諮りいたします。 
 会議規則第 119条の規定により、お手元に配布の内容で議員を派遣したいと思いますが、
ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
○田村議長 異議なしと認めます。 
 よって、提案のとおり議員を派遣することに決定いたしました。 
 
     ◎日程第２０ 発議第９号 
○田村議長 日程第 20、発議第 9号 所管事務調査についてを議題といたします。 
 各委員長から、次の定例会までの議会閉会中にお手元に配布のとおり、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、各委員長の申し出どおり、

各委員会に付託して議会閉会中に、これの調査をすることに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〕 

○田村議長 異議なしと認めます。 
 よって、各委員長より申し出のあった所管事務調査については、各委員会にこれの調査

を付託して、議会閉会中の調査をすることに決定いたしました。 
 
     ◎閉会の宣告 
○田村議長 以上で、本会議に付議されました案件の審議は、全部終了いたしました。 
 これをもって会議を閉じます。 
 平成 19年第 2回浦幌町議会定例会を閉会いたします。 

閉会 午後 ３時５８分 
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