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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18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。 

 説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 平成18年度の一般会計ほか９特別会計の決算につきまして提案させていただ

きますけれども、説明資料につきましてはできるだけ詳細な資料をつけさせていただいたつ

もりでありますので、よろしくご審議をいただくようお願い申し上げたいと思います。また、

各決算書につきましては、各担当課長より説明をさせていただきながら進めさせていただき

たいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

〇田村議長 総務課長。 

〇山田総務課長 認定第１号 平成18年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定について。 

 平成18年度浦幌町一般会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の認定を求める。 

 平成19年９月３日提出、浦幌町長。 

 それでは、早速説明したいと思います。最初に、地方自治法第233条第５項に基づく平成1

8年度予算執行の実績及び主要な施策の成果報告について申し上げます。 

 １ページをお開きください。平成18年度会計別決算総括表。 

 一般会計、歳入決算額55億2,508万4,098円、歳出決算額54億5,221万4,863円、執行率98.1％、

繰越事業費繰越財源628万1,000円、実質収支額6,658万8,235円。 

 町有林野特別会計、7,238万5,529円、6,714万6,727円、99.3％、523万8,802円。 

 模範牧場会計、１億1,963万2,485円、１億1,767万7,930円、99.5％、195万4,555円。 

 国民健康保険事業会計、９億3,989万2,160円、８億9,873万8,826円、98.3％、12万5,000

円、4,102万8,334円。 

 老人保健会計、８億5,206万7,623円、８億5,198万7,334円、97.2％、８万289円。 

 介護保険会計、４億6,482万5,929円、４億5,163万8,713円、98.4％、85万2,000円、1,233

万5,216円。 

 浦幌町立診療所会計、３億2,000万2,437円、３億1,979万9,480円、99％、20万2,957円。 

 公共下水道会計、３億2,381万2,628円、３億2,247万7,022円、99.8％、133万5,606円。 

 個別排水処理会計、4,555万6,717円、4,494万41円、99.4％、61万6,676円。 
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 簡易水道会計、３億2,400万2,552円、３億2,228万4,295円、99.9％、171万8,257円。 

 合計で89億8,726万2,158円、88億4,890万5,231円、98.2％、725万8,000円、１億3,109万8,

927円の内容であります。 

 次に、２ページをお開きください。平成18年度、17年度一般会計款別収入比較表。平成18

年度の収入済額をもって説明いたしますので、よろしくお願いいたします。町税、収入済額

５億1,984万797円、収入率101％。地方譲与税、１億7,727万6,837円、104.3％。利子割交付

金、211万8,000円、47.1％。配当割交付金116万2,000円、232.4％。株式等譲渡所得割交付

金86万1,000円、861％。地方消費税交付金6,654万5,000円、107.3％。自動車取得税交付金3,

762万9,000円、99％。地方特例交付金1,081万5,000円、100％。地方交付税32億2,411万5,00

0円、101.2％。交通安全対策特別交付金158万1,000円、93％。分担金及び負担金１億8,311

万445円、95.4％。使用料及び手数料１億3,850万4,383円、101.2％。国庫支出金２億6,309

万825円、90％。道支出金２億3,276万3,787円、98.3％。財産収入4,680万9,597円、102.4％。

寄附金226万7,638円、100.1％。繰入金1,166万2,659円、100％。繰越金7,257万1,285円、10

0％。諸収入１億7,455万1,845円、81％。町債３億5,780万8,000円、98.3％。合計で55億2,5

08万4,098円、99.4％の内容であります。なお、町民１人当たりの収入済額については記載

のとおりでございますので、ごらんください。以上の内容でございます。 

 次に、３ページ、平成18年度、平成17年度町税収入比較表。平成18年度の収入済額をもっ

て説明いたしますので、よろしくお願いいたします。町民税、現年課税分１億9,230万6,232

円、98.7％の収納率、滞納繰り越し分98万3,832円、17.3％、計で１億9,329万64円、96.4％。

固定資産税、現年課税分２億7,061万3,885円、99.4％、滞納繰り越し分74万2,490円、8.8％、

計２億7,135万6,375円、96.7％。軽自動車税、現年課税分1,074万4,207円、99.8％、滞納繰

り越し分４万4,000円、39.9％、計1,078万8,207円、99.1％。町たばこ税、現年課税分4,440

万6,151円、100％。入湯税ゼロ。合計で現年課税分５億1,807万475円、99.2％、滞納繰り越

し分177万322円、12.5％、合計で５億1,984万797円、96.9.％の内容であります。 

 次に、４ページをお開きください。平成18年度、平成17年度一般会計款別支出比較表。平

成18年度の支出済額をもって説明いたしますので、よろしくお願いいたします。議会費6,81

1万3,513円、執行率99.2％。総務費５億3,822万7,624円、96.4％。民生費９億7,926万6,836

円、97.9％。衛生費４億7,032万6,933円、99.3％。労働費38万3,971円、86.9％。農林水産

業費５億1,836万2,993円、98.7％。商工費１億1,843万2,746円、98％。土木費４億409万8,5

82円、99.1％。消防費２億9,114万6,216円、99.9％。教育費５億9,598万1,235円、98.2％。

災害復旧費１億6,621万1,564円、83.9％。公債費13億76万6,138円、99.9％。諸支出金89万6,

512円、97.6％。予備費がゼロで、合計で54億5,221万4,863円、98.1％の内容であります。

なお、町民１人当たりの支出済額は、ごらんおきください。 

 次に、５ページ、平成18年度、平成17年度一般会計節別支出比較表。平成18年度の支出済

額をもって説明いたしますので、よろしくお願いいたします。１、報酬6,845万5,159円。給

料５億2,879万1,000円。職員手当等２億7,565万6,840円。共済費２億4,622万3,464円。賃金
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5,752万78円。報償費814万4,396円。旅費1,085万3,916円。交際費18万2,305円。需用費２億

8,093万8,374円。役務費4,170万2,101円。委託料３億2,906万8,187円。使用料及び賃借料8,

153万9,334円。工事請負費３億2,523万8,550円。原材料費210万1,200円。公有財産購入費66

4万7,687円。備品購入費1,149万6,458円。負担金補助及び交付金７億1,533万1,239円。扶助

費２億1,735万1,207円。貸付金１億6,234万円。補償補てん及び賠償金295万9,529円。償還

金利子及び割引料13億3,495万9,662円。積立金5,514万3,406円。公課費209万2,700円。繰出

金６億8,747万8,071円。合計で54億5,221万4,863円の内容であります。 

 次に、６ページをお開きください。18年度の普通会計の収入状況でございます。これにつ

きましては、平成18年度の歳入の状況でご説明申し上げます。臨時的経費と経常的経費に仕

分けされていますが、それぞれ事業費の財源になるもの、臨時的な財源になるものの内訳で

ございます。主なものについては、地方交付税の欄で臨時的経費として取り扱うものについ

ては、一般財源の欄の２億3,962万4,000円が特別交付税でございます。経常的経費として取

り扱われるものについては、一般財源の欄の29億8,449万1,000円については普通交付税であ

ります。以後、中段の分担金及び負担金から諸収入まで、同様に仕分けされておりますが、

表の下から２番目の地方債の欄の臨時的経費の一般財源２億1,050万については臨時財政対

策債及び減税補てん債でございます。これにつきましては、歳入合計欄の経常的経費の一般

財源38億1,803万8,000円とただいま説明申し上げました地方債の２億1,050万を足したもの

が経常経費に使える一般財源として取り扱われます。 

 次に、７ページのほうでございますが、支出の状況ですが、人件費で臨時的経費は指定統

計費、選挙費等の特定財源及び退職手当組合特別納付金等の一般財源が臨時的経費になり、

他は経常的経費になります。物件費以下についても、その年度に起こり得るもの等が臨時的

経費として、またそれ以外が経常的経費として取り扱われます。表の中段より少し下の列の

投資的経費につきましても臨時的経費として取り扱われ、次の次のページの12ページ、平成

18年度普通会計投資的経費の内訳表の２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費の役場

庁舎改修事業340万2,000円から16ページの５款水産業施設災害復旧費、１目災害応急費の漂

着流木集積事業の197万4,000円までの金額を合計したものが事業費の太い線で囲んであり

ます投資的経費の合計６億698万3,000円が、７ページに戻りまして、投資的経費の中の臨時

的経費の決算額になっております。 

 次に、７ページに戻りまして、次の表の右端から５列目の経常収支比率でありますが、中

ほどの表の支出合計の経常的経費の一般財源の合計36億4,537万9,000円を歳入合計欄、経常

的経費の一般財源38億1,803万8,000円と地方債の一般財源２億1,050万円を足したものを割

ると、経常収支比率の90.5％という状況になります。 

 次に、８ページをお開きください。平成18年度末地方債の状況でございます。一般会計を

合計で申し上げます。17年度末現在高93億9,325万6,768円、平成18年度発行額３億5,780万8,

000円、18年度元利償還額、元金11億3,310万2,399円、利子が１億6,751万3,918円、合計で1

3億61万6,317円、18年度末現在高で86億1,796万2,369円。特別会計と一般会計を合計した総
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合計については、17年度末の現在高が150億9,087万3,969円、18年度発行額が４億6,930万8,

000円、18年度の元利償還額の元金のほうが15億3,205万8,361円、利子が３億3,369万5,829

円、合計で18億6,575万4,190円、平成18年度末の現在高で140億2,812万3,608円の内容とな

っております。 

 次に、９ページ、平成18年度末基金の状況でございます。一般会計では合計で17年度末残

高が５億9,109万3,191円、18年度末残高で６億3,789万6,597円。特別会計を足した総合計に

ついては、17年度末残高が６億6,520万8,585円、18年度末の残高で７億1,541万8,832円。町

民１人当たりにつきましては、18年度末の残高で11万7,224円の内容となっております。 

 次に、10ページをお開きください。債務負担行為の状況でございます。合計で申し上げま

す。平成18年度支出額については１億5,727万1,000円、19年度以降の支出予定額は７億5,40

0万9,000円の内容でございます。 

 次に、11ページでございますが、普通会計の財政指標の推移でございます。標準財政規模

でございますが、18年度で申し上げます。38億2,076万1,000円。基準財政収入額が６億7,17

0万4,000円。基準財政需要額が36億5,593万1,000円。財政力指数は３か年平均で0.183％、

公債費比率が22.6％、起債制限比率が３カ年平均で16.4％、実質公債費比率が３カ年平均で

23.4％、公債費負担比率が28.5％、経常収支比率が90.5％の内容であります。 

 次に、12ページをお開きください。先ほど申し上げました投資的経費の内訳の内容でござ

いますが、これは12ページから16ページについてはこのように記載してありますので、ごら

んおき願いたいと思います。 

 次のページの黄色いページ以降１ページから25ページまでは、平成18年度の一般会計決算

説明資料でございます。また、26ページから43ページまでは、特別会計決算説明資料であり

ますので、ごらんおき願いたいと思います。 

 次に、43ページ以降の黄色いページ以降１ページから27ページまでは、浦幌町監査委員か

ら提出された平成18年度浦幌町各会計決算審査意見書でありますので、ごらんおき願いたい

と思います。 

 以上で地方自治法第233条第５条に基づく平成18年度予算執行の実績及び主要な施策の成

果報告の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ここでお諮りをいたします。 

 平成18年度浦幌町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定については、本会議での質疑を

３回までとする会議規則第55条の規定を適用しないで審議を進めたいと思います。これに異

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、平成18年度浦幌町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定については、会議規則

第55条の適用をしないで審議を進めることに決定いたしました。 

 初めに、平成18年度実質収支に関する調書の説明を願います。 
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 総務課長。 

〇山田総務課長 平成18年度の実質収支に関する調書でございますが、歳入総額55億2,508

万4,098円、歳出総額54億5,221万4,863円、歳入歳出差引額7,286万9,235円、翌年度へ繰り

越すべき財源、繰越明許費繰越額628万1,000円、計628万1,000円、実質収支額6,658万8,235

円。以上が一般会計実質収支の状況であります。よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 お諮りいたします。 

 審議に当たりましては、便宜上歳出から入りたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、歳出から審議に入ります。 

 説明については、配付してあります要領によりお願いをいたします。 

 それでは、１款１項１目議会費から２款１項８目諸費までの説明を求めます。 

 議会事務局長。 

〇泉議会事務局長 それでは、決算書の15ページをお開きいただきたいと思います。歳出、

１款１項１目議会費、この科目につきましては、議会の運営に係る経費であります。特に説

明する事項はありません。 

〇山田総務課長 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、この科目につきましては、

総務所管事務に係る経費及び庁舎管理、事務機器借り上げ等に要した科目であります。補正

の主な内容につきましては、人件費等の更正減の内容であります。13節委託料、14節使用料

及び賃借料、15節工事請負費は、説明資料８ページに記載しています。 

 次に、16ページをお開きください。２目情報化推進管理費、この科目につきましては、総

合行政情報システム、庁内ネットワークシステム等に要した科目であります。13節委託料、

14節使用料及び賃借料、18節備品購入費については、説明資料８ページ、９ページに記載し

ております。 

〇佐藤まちづくり政策課長 続いて、３目文書広報費、ここでは毎月１回発行している広報

うらほろと浦幌町のコミュニティ推進事業に係る費用です。特に説明することはございませ

ん。 

〇前田施設課長 ４目自動車管理費、この目につきましては、施設課で維持管理している40

台分の経費でございます。内訳につきましては、説明資料９ページから10ページに記載のと

おりでございます。11節需用費につきましては、修繕費及び燃料費が主なものです。12節役

務費につきましては、車検整備手数料及び自動車損害保険料が主なものです。18節備品購入

費は、タイヤの購入費でございます。 

 以上です。 

〇山田総務課長 ５目財産管理費、この科目につきましては、公有財産の管理に要した科目

であります。補正の主なものにつきましては、旧医師住宅修繕及び吉野寄附住宅解体工事の

追加であります。11節需用費の修繕料、15節工事請負費は、説明資料10ページに記載してお



 - 8 - 

ります。 

 ６目の財政調整等基金費、この科目につきましては、基金の積み立て等に要した科目であ

ります。特に説明する事項はありません。 

〇佐藤まちづくり政策課長 ７目企画費、この科目につきましては、企画振興及び町懸案事

項推進に係る科目であり、また関係団体に対する負担金です。まちづくり計画推進事業、過

疎計画管理策定事業、広域連携推進事業及び土地利用規制等対策事業にかかわる費用です。 

 ほか特に説明することはございません。 

〇田中上浦幌支所長 ８目支所費、支所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。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、支所費までの質疑を打ち切ります。 

 次に、13目諸費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 ９目公平委員会費、この科目につきましては、公平委員３名に要した科目

であります。特に説明する事項はありません。 

〇亀山町民課長 10目生活安全推進費、この目につきましては、交通安全推進事業並びに防

犯推進事業及び消費者保護対策事業を通じ町民の安全、安心を確保するとともに、日常の生

活安全に係る経費でございます。交通安全指導員13名による啓発、巡視、街頭指導活動日数

は延べ49日、総出動人員は延べ110人、総出動時間は251時間の内容です。あわせまして、防

犯指導員13名による啓発、巡視、活動日数は延べ40日、総出動人員は延べ147人、総出動時

間は284時間の内容でございます。19節負担金補助及び交付金のうち補助金については、一

般会計決算説明資料10ページに記載のとおりでございます。 

〇山田総務課長 12目職員厚生費、この科目につきましては、職員の福利厚生、職員研修に

要した科目であります。14節使用料及び賃借料は、説明資料10ページに記載しております。 

 次に、13目諸費、この科目については、行政区振興、地域会館及びコミュニティセンター

に要した科目並びに各種団体の負担金、補助金等に要した科目であります。補正の主な内容

につきましては、19節負担金補助及び交付金で地方バス路線運行維持対策事業補助金及びコ

ミュニティ助成事業交付金の追加の内容であります。13節委託料、19節負担金補助及び交付

金は、説明資料10ページに記載しております。 

（「総務課長の声聞こえないですよ」の声あり） 

〇田村議長 11目の成人式のやつ。 

〇後藤教育次長 11目成人式費、この目は、平成19年成人式に要した経費で、対象者76人中

56人が出席、出席率は73.7％でございます。 
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 以上です。 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 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、諸費までの質疑を打ち切ります。 

 次に、６項１目監査委員費までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 18ページをごらん願います。２項徴税費、１目税務総務費、この目につき

ましては、委員３名の固定資産評価審査委員会の運営に係る経費及び税務業務に携わる職員

の人件費等の管理費に要する経費で、特に説明を加えることはございません。 

 ２目賦課徴収費、この目につきましては、町税の課税、徴収業務に係る事務的経費等でご

ざいます。13節委託料は、一般会計決算説明資料10ページに記載のほか、固定資産管理シス

テムソフトウエア保守委託料31万5,000円がございます。23節償還金利子及び割引料128万8,

700円は、過納による過年度分軽自動車税１個人、過年度分町道民税７個人及び決算確定に

伴う法人町民税８法人に係る還付金及び還付加算金でございます。 

 ３項１目戸籍住民登録費、この目につきましては、戸籍住民登録等の窓口業務に係る経費

でございます。特に説明を加えることはございません。 

〇山田総務課長 ４項選挙費、１目選挙管理委員会費、この科目につきましては、選挙管理

委員会及び選挙管理委員４名に要した科目であります。14節使用料及び賃借料、19節負担金

補助及び交付金は、説明資料10ページに記載しております。 

 ２目知事道議選挙費、この科目につきましては、平成19年４月８日投票の知事道議選挙に

要した科目であり、平成18年度は案分により交付されており、全額補助対応となっておりま

す。15節工事請負費は、説明資料11ページに記載しております。 

〇佐藤まちづくり政策課長 ５項統計調査費、１目統計調査総務費、ここでは統計に係る職

員人件費の内容です。特に説明はございません。 

 ２目指定統計調査費、ここでは法律による指定統計に係るもので、国の委託事務の内容で

す。主な指定統計は、事業所・企業統計、それから工業統計等でございます。特に説明ござ

いません。 

〇泉議会事務局長 ６項１目監査委員費、この科目につきましては、監査の運営に係る経費

であります。特に説明する事項はありません。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、監査委員費までの質疑を打ち切ります。 

 次に、３款１項６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費までの説明を求めます。 
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 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、この目につきま

しては、社会福祉全般に要する経費でございます。13節委託料、19節負担金補助及び交付金、

20節扶助費につきましては、実績説明資料11ページに記載しております。20節繰出金につき

ましては、国保会計保険基盤安定軽減分、支援分等の繰出金でございます。なお、19節の負

担金補助及び交付金、20節の扶助費の不用額につきましては、身体障害者に対する給付費等

に係る執行残です。 

 以上です。 

〇亀山町民課長 ２目国民年金事務費、この目につきましては、国民年金事務及び国民年金

制度の啓発活動に係る経費でございます。特に説明を加えることはございません。 

〇上村保健福祉課長 ３目厚生委員費、民生委員、児童委員24名の活動に要した経費でござ

います。13節委託料につきましては、社会調査委託料で１人５万8,200円、道から委託料と

して支出しております。 

 ４目青少年健全育成費、青少年問題協議会及び青少年補導委員会等、青少年健全育成等の

活動に要した経費でございます。 

 ５目社会福祉施設費、浜厚内生活館及びウタリ生活指導員に要した経費でございます。 

〇亀山町民課長 ６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費、この目につきましては、

重度心身障害者60人、障害老人87名、ひとり親家庭等の親48名、子供76名の医療費の助成に

要する経費でございます。20節扶助費は、一般会計決算説明資料11ページに記載のとおりで

す。特に説明を加えることはございません。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 質疑はございませんか。ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、重度心身障害者ひとり親家庭医療対策費までの質疑を

打ち切ります。 

 次に、２項８目子育て支援センター費までの説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、この目につきましては、児童

福祉等、保育園、幼稚園入退園や納付事務に要した経費でございます。８節の報償費につき

ましては、出産祝金に要した経費でございます。 

〇亀山町民課長 ２目児童措置費、この目につきましては、児童手当の支給に要する経費で

ございます。20節扶助費は、一般会計決算説明資料11ページに記載のとおりです。平成18年

度より支給対象児童の範囲が拡大されまして、小学校第３学年修了から小学校修了までの児

童が対象となり、実児童数で116名増加することとなりました。 

〇上村保健福祉課長 ３目認可保育園運営費、しらかば保育園47名の児童の運営管理に要し
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た経費でございます。13節委託料、19節負担金補助及び交付金につきましては、実績説明資

料12ページに記載しております。 

 ４目へき地保育所運営費、上浦幌ひまわり保育園児15名の児童の運営管理に要した経費で

ございます。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、実績説明資料12

ページに記載しております。 

 ５目児童館運営費、常室児童館の管理運営に要した経費でございます。 

 ６目児童デイサービスセンター運営費、言葉や心身の発達遅滞等により児童10名の療育の

運営に要した経費でございます。一般療育指導、就学前延べ353人利用、利用就学児童延べ1

41人の利用でした。合計494名でございます。 

 次に、７目学童保育所費、放課後児童対策として、児童延べ34名の学童保育に要した経費

でございます。 

 ８目子育て支援センター費、親子の遊びを通じて子育ての家庭での育児不安や悩みの解消

を図るべく、子育て支援センター運営に要した経費でございます。利用実人員、84家庭109

人でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、子育て支援センター費までの質疑を打ち切ります。 

 次に、３項５目町民バス管理費までの説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 ３目老人福祉費、１目老人福祉総務費、高齢者福祉、在宅支援事業に

要した経費でございます。８節報償費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、19節負担金補

助及び交付金、20節扶助費、21節貸付金につきましては、実績説明資料12、13ページに記載

しております。また、13節の委託料の緊急通報システムにつきましては、実績の中で通報10

件ございまして、消防車１件、救急車５件が出動しております。なお、28節の繰出金につき

ましては、介護保険会計への繰出金でございます。 

 以上です。 

〇亀山町民課長 ２目老人医療対策費、この目につきましては、65歳以上70歳未満の北海道

老人医療給付事業対象者43名の医療費の助成に要する経費及び老人医療対策に要する経費

でございます。13節委託料のうち住民基本情報等提供システム及び後期高齢者医療制度保険

料システム開発事業に係る945万円につきましては、繰越明許費で翌年度に執行するもので

ございます。20節扶助費は、一般会計決算説明資料13ページに記載のとおりです。28節繰出

金は、老人保健特別会計に対する一般会計からの繰出金でございます。 

〇上村保健福祉課長 ３目老人福祉施設費、養護老人ホーム入所措置等に要した経費でござ

います。延べ人数については、38名でございます。20節扶助費、23節償還金利子及び割引料
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につきましては、実績説明資料13ページに記載しております。 

 ４目老人ホーム費、老人ホーム入所者50名の管理運営に要した経費でございます。なお、

19年９月１日現在、本町出身の方で老人ホームに入所している方が32名でございます。13節

委託料につきましては、実績説明資料13ページに記載しております。 

〇前田施設課長 ５目町民バス管理費、この目につきましては、町民バスの運行に関する経

費でございます。運行実績につきましては、説明資料13ページに記載のとおりでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、町民バス管理費までの質疑を打ち切ります。 

 次に、４款１項８目保健福祉センター管理費までの説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、この目につきま

しては、各種健康審査に要した経費でございます。13節の委託料につきましては、実績説明

資料13ページに記載しておりますので、よろしくお願いします。この節につきましては、各

種健康診査の執行残となっております。 

 ２目予防費、予防接種等に要した経費でございます。結核検診につきましては、実績説明

資料13ページに記載しております。乳幼児等に係る予防接種は延べ337人、高齢者インフル

エンザ接種につきましては969名になっております。 

 以上でございます。 

〇亀山町民課長 ３目環境衛生費、この目につきましては、葬斎場ほか環境衛生業務一般に

要する経費でございます。19節負担金補助及び交付金のうち町外葬斎場使用料補助金につい

ては、一般会計決算説明資料13ページに記載のとおりです。28節繰出金は、個別排水処理特

別会計に対する一般会計からの繰出金でございます。 

 ４目墓地墓園費、この目につきましては、町が管理する墓地及び墓園の維持管理に要する

経費でございます。特に説明を加えることはございません。 

〇上村保健福祉課長 ５目医療対策費、医療対策に要した経費でございます。13節委託料、

19節負担金補助及び交付金につきましては、実績説明資料13ページに記載しております。28

節繰出金につきましては、町立診療所特別会計への繰出金でございます。 

 以上でございます。 

〇亀山町民課長 ６目乳幼児医療対策費、この目につきましては、小学校就学前の乳幼児22

9名の医療費助成に係る経費でございます。20節扶助費は、一般会計決算説明資料13ページ

に記載のとおりです。 

 ７目公衆浴場管理費、この目につきましては、町営公衆浴場、健康湯の管理運営に要する

経費でございます。平成18年度の入浴者数は１万397人で、対前年度比112人、1.07％の減、
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使用料収入は361万5,300円で、対前年度比９万1,270円、2.59％の増でございました。13節

委託料は、一般会計決算説明資料13ページに記載のとおりです。 

〇上村保健福祉課長 ８目保健福祉センター管理費、保健福祉センター維持管理に要した経

費でございます。13節委託料につきましては、説明資料14ページに記載しております。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 質疑はございませんか。 

 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 医療対策費についてお伺いをいたしたいと思います。これの医療技術者等養成

修学資金貸付金についてでありますが、監査委員の報告の中にも1,877万円の貸し付けが行

われ、一部償還が開始されているということでありますが、これは本来償還してもらうとい

うことが目的ではなくて、助成によって地元に帰ってきてもらうということが目的の資金だ

と思うのです。監査委員のご指摘のように、現状を確認するに、医師本人の地元での就業意

思確認が不十分な面が見受けられると、こういう報告が載っております。このことについて

どういうような対応をしてきたのか、まず伺っておきたいと思います。 

〇田村議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 今杉江議員から指摘あったとおりでございまして、監査委員からも指

摘がございました。この貸付金につきましては、杉江議員がおっしゃるとおり、地元に戻っ

てきていただくということが前提になって貸し付けをしております。そういう中で、意思確

認を私どももしておりますが、戻ってくる意思があるが、受け入れの体制、それ本人がすぐ

来れないという事情がございまして、償還を一部待ってもらっている、償還を開始していな

い方が確かにいます。しかしながら、将来的には戻りたいが、金額は別として、戻る意思は

あるが、償還はしていきたいということで、本来でしたら十数年かかる償還期間なのですが、

繰り上げて償還するので、しかし償還したからといって帰ってくる意思はあると、いずれは

戻りたいという意思を持っていますので、その辺で猶予している方と、それから償還開始し

ている方がいると。これについては、今私どもも受け入れ側、それからそういうことも含め

て意思確認はしておりますが、１人の医師については将来的に戻りたい、それからもう一人

の医師については土日であれば、麻酔科の先生なのですが、戻って診療したいということに

なっておりますが、受け入れ側との協議、そういうものがあるので、それから将来的に戻り

たいということがあるので、そういう形で貸付金については今５名の方の総額が1,877万と

いうふうになっている状況でございますので、その辺よろしくお願いしたいと思います。今

後についてもこれらについては、今この貸付制度が始まって以来いろんなことがございまし

て、時代の流れとともに、やはりこの制度自体も将来的に見直していかなければならないと

いうふうに考えておりますので、その辺もお含みの上、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 
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〇杉江議員 今のようにきちっと状況把握していれば、多分監査委員の指摘はなかったのだ

ろうと思うのです。それで、診療所の体制についてですけれども、今までのように民間に５

年間預けたとか、また町営に戻したとか、こういうことをやっていると、医師も今課長の説

明のように戻ってくるタイミング、受け入れのタイミングがないわけです。やっぱり将来に

向けた計画というか、理事者もはっきりそういうことを打ち出さないと、常に予備軍という

か、意思のある医師がいたとしても戻ってくるチャンスがない。そういうこともこれは反映

していると思うのです。ですから、十分その辺のことについても、将来的なことですから、

これはぜひ町長にも考え方を伺いたいと思います。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 ただいま杉江議員ご指摘のとおりだと思います。町立病院につきましては、お

医者さんの関係、いろいろこれまでの経緯がございました。今医師１名ということで経営し

ておりますけれども、この医師１名体制で今後ともやっていけるのかどうかということも含

めて今後検討しなければならないというふうに思っています。そういう意味では、今医師２

名というのがやはり理想的な姿なのだろうなというふうに思っていますけれども、いかんせ

ん医師の確保というのは大変難しい状況になっておりますけれども、今後とも町内の病院の

体制も含めて検討していかなければならない状況だろうというふうに思っています。それは

１つの課題だろうというふうに思っていますので、今後とも検討は続けていきたいなという

ふうに思っています。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 今町長言われるとおりで、町内のほかの医院等の状況も既に把握されていると

おりだと思います。そういう状況を十分踏まえて、将来設計というか、計画を立てて、せっ

かく融資をし、頑張っている人たちに将来やっぱり地元で頑張ってもらうという道筋を立て

てあげられるような計画をぜひ考えていただきたいなと思います。 

〇田村議長 答弁はよろしいですか。 

〇杉江議員 よろしいです。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 ちょっと確認をさせていただきたいのでありますけれども、公衆浴場管理費の

中の委託料の件なのですけれども、説明資料と先ほどのあれの差異があるのですけれども、

これについて。570万4,000円の説明資料に対して、こっちの委託料は627万1,400円という支

出になっている。この差異はどういうことなのか、ちょっとお聞かせ願います。 

〇田村議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 説明資料に記載の570万4,000円につきましては、管理業務ということで、

施設の管理、清掃に係る管理委託料でございます。それで、このほかに、説明資料には記載

してございませんが、暖房設備等の保守が26万3,550円、消防用設備等の保守が１万1,550円、

券売機の保守料が３万9,900円、警備業務に関する委託料が25万2,000円ございます。それで、

先ほどの管理業務の570万4,400円と合わせますと、合計で627万1,400円というふうになりま
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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 質疑がないようなので、保健福祉センター管理費までの質疑を打ち切ります。 

 次に、２項２目し尿処理費までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 28ページをごらん願います。２項清掃費、１目塵芥処理費、この目につき

ましては、ごみ処理に係る収集運搬から処理に要する経費でございます。13節委託料及びご

み収集量並びにリサイクル排出量の実績につきましては、一般会計決算説明資料14ページに

記載のとおりでございます。 

 ２目し尿処理費、この目につきましては、し尿処理に係る経費の十勝環境複合事務組合に

対する負担金でございます。平成18年度の本町のし尿の搬入処理量は、1,393.0キロリット

ルで、対前年度比22.7キロリットル、1.6％の減でございました。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、し尿処理費までの質疑を打ち切ります。 

 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５６分  休憩 

午前１１時１５分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 次に、５款１項１目労働費の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 29ページをお開きいただきたいと思います。５款労働費、１項労働諸費、

１目労働諸費、この目につきましては、労働対策及び職業病対策に係る予算でございます。

19節の負担金補助及び交付金につきましては、説明資料14ページのとおりでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇田村議長 質疑がないようなので、労働費の質疑を打ち切ります。 

 次に、６款１項４目農業団地センター管理費までの説明を求めます。 

 農業委員会事務局長。 

〇河村農業委員会事務局長 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、この目は、

農業委員の活動経費と農業者年金の業務委託に係る経費を計上してございます。農業委員の

活動につきましては、委員15名で総会年12回、それから横断品目の政策によりまして開催が

多くなりましたけれども、農用地利用調整会議が22回、権利者調整委員会が23回というふう

になってございます。それから、農業者年金の業務委託に係る経費でございますけれども、

農業者年金の現在の加入者数は、年度末現在加入者が199名、年金受給者が303名、新規加入

者が11名となっています。 

 以上です。 

〇中川産業課長 ２目農業総務費、この目につきましては、人件費と各種関係機関への負担

金の予算でございます。 

 ３目農業振興費、この目につきましては、農業振興に係る経費でございます。13節委託料、

19節負担金補助及び交付金につきましては、説明資料14ページのとおりでございます。 

〇田中上浦幌支所長 ４目農業団地センター管理費、平成18年度の農業団地センターの利用

状況でございますが、総計で延べ利用団体が263団体、3,230人が利用してございます。内容

的には、特に説明する事項はございません。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 質疑はございませんか。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 ちょっと気になっている部分がありまして、全体的なことなのですけれども、

農業振興という中で環境改善センターのことについてお伺いいたします。農村環境改善セン

ター、よろしいでしょうか、廃目になっているかなとは思うのですけれども。 

（「教育委員会」の声あり） 

〇阿部議員 失礼しました。後ほど聞かせていただきます。 

〇田村議長 教育委員会費のほうで。 

〇阿部議員 はい。 

〇田村議長 そのほか質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、農業団地センター管理費までの質疑を打ち切ります。 

 次に、10目基盤整備促進事業費までの説明を求めます。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 ５目畜産振興費、この目につきましては、畜産振興に係る経費でございま

す。12節役務費、13節委託料、19節負担金補助及び交付金につきましては、説明資料15ペー
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ジのとおりでございます。 

 ６目土地改良費、この目につきましては、土地基盤の整備及び促進に係る経費でございま

す。14節使用料及び賃借料、19節負担金補助及び交付金につきましては、説明資料16ページ

のとおりでございます。 

〇前田施設課長 ７目飲料営農用水対策費、この目につきましては、水道施設のない無水地

区における営農用水施設整備に補助している内容です。補助件数は、１件でございます。19

節負担金補助及び交付金につきましては、説明資料16ページに記載のとおりでございます。 

〇中川産業課長 ８目道営土地改良事業費、この目につきましては、道営の土地改良事業に

係る経費を計上しております。14節の使用料及び賃借料、19節負担金補助及び交付金につい

ては、説明資料16ページのとおりでございます。 

〇前田施設課長 ９目地籍調査費、この目につきましては、新規事業地区、上厚内7.11平方

キロメートルの実施でありまして、３年間で完了の予定です。13節委託料、14節使用料及び

賃借料につきましては、説明資料16ページに記載のとおりでございます。 

 以上でございます。 

〇河村農業委員会事務局長 10目基盤整備促進事業費、この目は16年から３カ年事業で行わ

れております静内地区交換分合事業の経費を計上したものでございまして、当該年に完了し

てございます。詳しくは、説明資料16ページに記載してございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 質疑ありませんか。 

 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 ちょっとお尋ねさせていただきたいと思いますけれども、農業振興費の中にあ

ります負担金補助及び交付金の中で、事業の中で家畜�� 

〇田村議長 二瓶議員、農業振興費はさきの分だったから。 

〇二瓶議員 大変失礼しました。申しわけない。 

〇田村議長 総体の中のときに、また総括のときにお願いします。 

 そのほか質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、基盤整備促進事業費までの質疑を打ち切ります。 

 次に、３項２目水産業振興費までの説明を求めます。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 32ページをお開きいただきたいと思います。２項林業費、１目林業総務費、

この目につきましては、一般林業事務に係る経費でございます。８節報償費、19節負担金補

助及び交付金につきましては、説明資料16ページ、17ページに記載のとおりでございます。 

 ２目林業振興費、この目につきましては、一般民有林の振興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17ページのとおりでございます。 



 - 18 - 

 ３目林道維持費、これにつきましては、一般の林道の管理に係る経費でございます。15節

の工事請負費につきましては、説明資料17ページのとおりでございます。 

 ４目うらほろ森林公園管理運営費、この目につきましては、うらほろ森林公園の管理費で

ございます。13節の委託料につきましては、説明資料17ページのとおりでございます。それ

から、11節の需用費につきましては、森林公園にあります100年記念でつくりました噴水の

修繕料でございます。 

 ５目高齢者生産活動センター管理運営費、これにつきましては、高齢者生産活動センター

施設の保守業務委託料及び商工事業協同組合の委託業務貸付金でございます。高齢者生産活

動センター生産実績につきましては、説明資料17ページのとおりでございます。 

 ６目駅停沢線林道開設事業費、この目につきましては、駅停沢線につきましては平成14年

度に着手をいたしまして、総延長4,000メーター、幅員５メーターで、ただいまも実施中で

ございます。事業は、平成20年の完了を予定しております。なお、平成14年から17年までの

実績につきましては延べ総延長2,100メーター、平成18年につきましては説明資料17ページ

のとおり延長657メーターを完成しております。13節委託料、15節工事請負費、17節公有財

産購入費、22節補償補てん及び賠償金につきましては、説明資料17ページのとおりでござい

ます。 

 次に、３項水産業費、１目水産業総務費、この科目につきましては、水産業事務に係る人

件費の予算でございます。特に説明することはございません。 

 ２目水産業振興費、この目につきましては、厚内漁港の維持に係る経費及び水産業の振興

に係る予算でございます。19節負担金補助及び交付金につきましては、説明資料17ページの

とおりでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 質疑ありませんか。 

 ６番、差間議員。 

〇差間議員 私は、水産業費、地元のことですので、一応確認をしたいと思います。いつも

言っているのは、ヒトデ駆除、この関係で、最近特に畜大とか、有識者がいろんな研究しま

して、大樹が中心になって資料関係を随分やっていると、そういうふうに聞いております。

特に、毎度同じような質問ですけれども、ヒトデ駆除というのは、漁師にしてみたら畑です

ので、やはり有害駆除という観点から今まで続けてきていると。しかしながら、漁業は、ご

存じのように豊頃、浦幌で一つの組合組織をしていると、そういう中で特に10年のまちづく

りの中で後期に入っております関係上、そろそろ目新しいものが何かないのかなと常々私も

思っております。まず、ヒトデ駆除の問題、今後どういうふうに考えているか、今までの経

過で結構です。簡単でいいですから、説明をお願いしたいと思います。 

〇田村議長 産業課長。 

〇中川産業課長 ヒトデ駆除につきましては、単独事業で豊頃、それから浦幌、そして漁組
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という形でそれぞれ補助を出してやっているわけです。平成18年度におきましては、19.2ト

ンの駆除を行っております。今年度、18年度より運搬のみということで、模範牧場のほうへ

運んできまして、それを堆肥化して使っているという状況でございます。組合とも平成18年、

19年についても協議した結果、今年度についても運搬の補助でいこうということで、新たな

対策ということでは今のところ考えていないという現状でございます。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 ヒトデ駆除の平成18年から22年のまちづくり政策の中で、一応１年間500トン

ぐらいは何とかヒトデの駆除をできないかという話もあったと思います。しかしながら、今

の状態であれば、19トンやそこらでは駆除の対象にはならないと思うのです。これ予算もあ

るでしょうから、浜を活性化するという１つの考え方というのはヒトデ駆除でないかと、そ

ういう観点から、ぜひ今後、今までの経過を見るとさっぱり実績が上がっていないのは確か

ですから、新年度、また漁港も今結構年とっているものですから、町長が一番知っていると

思いますけれども、あちこち破損箇所が出てきておりますので、今までのヒトデ駆除は活性

化になっていませんから、何とかその辺を新しい考え方を持っていただきたい。今まではも

う仕方ないですから、何回も言うようですけれども、19トンやそこらでは駆除にならないわ

けなのです。何かの漁業をやっている中身で上がったものをとってくると、そういう程度で

すから、これでは浜の振興にはならないと私考えています。その点、町長に一言考え方を聞

いておきたいと思います。今までの経過を踏まえてです。よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 差間議員ご指摘のとおり19.2トンで、これが駆除なのかということで言えば、

まさに駆除の成果が上がっているということは言えないだろうと思います。今ヒトデ駆除を

するということになると、これは浦幌町だけでやれるものではないというふうに思います。

本当に広範囲に海の掃除をしなければならないとうことでございますので、まさに500トン

でいいのかということも含めて、中途半端なこと、中途半端といったら言い方おかしいです

けれども、19トンぐらいのやつでいいのかということになると、できないと言わざるを得な

いだろうと思います。この19.2トンというのは、あくまでもかごに入ってきたやつを上げた

数字ということですから、本格的に掃除するとなると、それ専門のことをしなければならな

いということになります。そうなると、当然燃料代、人件費含めてかかってくるということ

でありますから、これを専門にやるとなるとそれ相当の事業費がかかってくるだろうという

ふうに思います。そういう意味では、町単独でやるということにはなかなかなりませんので、

組合とも協議をしながら進めないとならないと思いますけれども、これにかける費用がどの

程度見込めるのかと、そして費用対効果がどの程度上がるのかということも含めて検討しな

ければならない事業なのでないのかなというふうに思っています。そういう意味では、今こ

の財政の中でできる範囲ということしか今言えないのではないのかなというふうに考えて

いるところであります。当初確かに500トンという規模のことも計画の中で上がっていたと

思いますけれども、今残念ながら、財政的な部分も含めて、実際にかごに入ってきて漁業者



 - 20 - 

が上げてきている、そのヒトデを運搬費、経費だけを見ているということでありますから、

これを再度また大規模にやるということはなかなか財政的に厳しいのかなというふうに考

えているところであります。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 町長の言われるのも、確かにそのとおりだと私も判断はしております。しかし

ながら、漁業の振興というまちづくり政策の中できちっとうたっているわけですから、浜の

人間はこのように経過していると、後期に今入っていますから、それも含めて何とか、ヒト

デだけを今こういう問題を挙げていますけれども、まだまだあると思いますけれども、ヒト

デ一本で今言っておりますけれども、何回も言うようですけれども、浜も高齢化しています

ので、早いうちにこれの対応を考えてやってきてほしいと思っていましたけれども、今町長

の言われることも確かだと思います。しかし、浜の振興というのは大事ですから、これを中

心にして、今までの19トン、20トン、私も500トンが、それがいいのかどうかというのはわ

かりませんけれども、それを含めて今までの振興策はあってないようなものであったと私も

判断しておりますので、今後ともひとつその点を十分考えていただいてやっていただきたい、

このように思います。 

 以上です。 

〇田村議長 産業課長。 

〇中川産業課長 町長からもお答えいたしましたが、過去、平成11年から16年ぐらいは道の

補助をもらいまして、その段階では200から300トンの駆除をやっていたわけですが、事業費

としてはやっぱり300万から500万ぐらいの事業費がかかるということで、今の財政状況から

いくと非常に難しいということはご理解をいただけたかなというふうに思います。先ほど町

長からも申し上げましたように、今後は両町と組合で協議をしながら、また何か方策があれ

ばその方向で持っていきたいなというふうに考えていますので、ご理解をいただきたいと思

います。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 商工事業組合への4,400万の貸付金、19年度になって10万円返済して、4,390万

円ですか、という状況になっていると思います。このことについては、さきの議会でも調停

ということで議会も議決をしたわけですから、ぜひ経過について説明をいただきたいと。 

〇田村議長 産業課長。 

〇中川産業課長 経過についてご説明を申し上げたいと思います。ただいま商工事業協同組

合とは調停中でございます。前にもご報告を申し上げておりますが、３月に商工事業協同組

合のほうで破産宣告をいたしまして、その裁判が今続いておりまして、最終的には11月くら

いまで調停がかかるという状況でございます。それで、中身的には、商工事業協同組合の残

っている財産的なものが100万弱残っているということで、それをどういうふうに配分する

か、浦幌町以外にも債務を背負っているところがありますので、そことの協議になるかと思

いますけれども、管財人が帯広の弁護士でございまして、その方がどういう最終的判断をす
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るのか、これからまた協議をしていくということになると思います。それから、これが100

万ぐらいですから、うちが貸しているのは4,390万ですから、到底金額は及ばないというこ

とで、それぞれ関係者には調停申し立てということで、６月の29日に町のほうからそれぞれ

の方に申し立てを行って、これから調停が終わってから、また具体的に今度は個人と裁判を

起こすということになると思います。今の段階ではまだ調停中でございますので、経過的に

はそれぐらいのところで勘弁をいただきたいと思います。 

〇田村議長 副町長。 

〇門馬副町長 今課長のほうから経過説明ありましたけれども、１回目の調停につきまして

は８月の10日に行われております。その詳細については、今調停中ですので、具体的にはち

ょっと述べられませんけれども、基本的に私どもは弁護士を代理人として立てていますので、

私どもの言い分としてはこれまで同様全額を返済してもらうと、相手方は相手方の主張をし

たということで１回目は終わっております。２回目については、次回は10月の12日に行われ

る予定になっております。今課長のほうから裁判を起こすというような発言がございました

けれども、調停がまだ途中でございますので、その後の関係についてはその状況を見ながら

ということで考えていくということになります。また、その状況、ある程度方向が固まった

段階では、議会のほうにもその都度ご報告を申し上げながら進めていくということで考えて

おりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 再三いろんな形でご報告はいただいているところでありますが、債務者現状で

は組合は破産したわけですから、個人という立場で調停に出てきておられると思うのです。

そういう中で、当事者が、これ当然返済期限が過ぎているということですから、金利が発生

すると、そういうことも当事者の方々が認識しておられるのだろうか、そういうことの確認

もしておられるのだろうか。行政としては、当然過ぎた金利については法的にいただくよと

いうことだと思うのですが、どうでしょう。 

〇田村議長 副町長。 

〇門馬副町長 当然今おっしゃられたとおり、支払いが済むまではその間延滞の利息が発生

するということでございますので、その分も含めて私ども町としては調停の申し立ての内容

に含めて請求しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 今請求していると言われましたけれども、調停締結するまでの間、いつかわか

らないのだから、その時点で最終的な請求するということでないのですか。 

〇田村議長 副町長。 

〇門馬副町長 失礼しました。申し立ての内容ですけれども、返済が終了するまで、それま

での延滞金についてという、具体的な金額は入っておりませんが、そういう内容で申し立て

しているということでございます。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 
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〇杉江議員 これ今までも毎年のようにここで論議していると思うのです。論議というか、

質疑してきたと思うのです。町民と町行政とのこういう問題ですから、できるだけ嫌な解決

方法にならないような、先ほどもちょっと課長のほうから言われました裁判だのというのは

一番最後の手段だろうと、できるだけこの調停の段階で、どの程度の解決が穏便なのかとい

うことはわかりません。穏便という言葉はどの辺まで言うのかはちょっとわからないですけ

れども、町民との対応でありますから、この貸付金問題だけでなくて、いろいろこの後税の

問題もあると思いますけれども、いい方法、また町民も聞いて納得できる解決方法を見つけ

て、もう既に調停に入っていますから、一々理事者があれこれという段階ではないと思いま

すが、できるだけそういう解決の方法を見つけて、早い時期に、もう既にここの段階まで来

ました。見通しとしては11月に何とかなりそうだという報告ありましたけれども、ぜひこれ

解決の方向へ向けて、早く締結して、こういう問題を早くなくしてしまいたいというのは、

これは私たちの立場でも同じであります。その努力をしていただきたいと思います。 

〇田村議長 副町長。 

〇門馬副町長 これから本格的に調停に入っていくということになろうかと思いますが、そ

の内容を受けまして町としても最終的な判断をして、次どうするのかということを考えなけ

ればいけないですが、基本的に私どもの考えというものは全額返済ということでございます

ので、その中で、調停の中で調停委員がどういうふうなお話をしていくのかを含めまして、

最終的にどうするのかということについては今後ということでご理解をいただきたいとい

うふうに思います。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 関連して質問したいと思います。債務者名簿、この名簿の中には、代表者が亡

くなったということで、本来であれば債務者になるべき方が亡くなったということで、新し

い債務者、子供さん方だと思います。この名簿づくりというのは、弁護士の指導でやったも

のか、行政の判断でやったものか、どっちでしょうか。 

〇田村議長 副町長。 

〇門馬副町長 今回相手方につきましては、当然亡くなった方については相続人が債務を受

けるということでございますので、当然これについては弁護士とも相談して、そういう法的

な中で相手に対して４人の相続人ということで確定させていただきました。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 そうであれば、これはそのとおりだと、判断が適切な判断だったと思います。

しかしながら、名簿をいただいたときに、できれば家族の代表者を選定して、その人が名簿

に載るのかなと思っていたのです。あのように何人もの子供さんが名簿に載っていると、債

務者がふえたわけです、人数が。ですから、相続という１つの法的なもので判断したと思い

ますけれども、私の見た判断では随分私情が絡んでいるのかなというような１つの判断もし

ていたわけです。ですから、この方々が債務者として、行政のほうか弁護士かわかりません

けれども、この方々がどのような判断しているか、わかればお聞きしておきたいと思うので
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す。その家族の代表がそういうようなことをやった結果、相続として、借金も財産のうちで

すから、当然そうだと思いますけれども、この名簿の方々が、子供さん方がどのような判断

して債務者となったのか、その点確認はしていると思いますけれども、どうですか。 

〇田村議長 お諮りいたします。 

 答弁調整のため暫時休憩したいと思いますが、これに異議ありませんか。 

（「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、暫時休憩といたします。 

 

午前１１時５０分  休憩 

午前１１時５１分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 副町長。 

〇門馬副町長 お答えいたします。 

 今回の相手方に相続人ということで４人が入ったということでございますが、これはあく

までも法定相続人でありますので、今回そういうことで確定させてもらったということでご

ざいます。なお、相手方についても文書で前段に、そういうことで相続人になりますので、

よろしくお願いしますという文書も含めて通知しておりますし、その段階で相手方から何の

異論もないと、何かの形でだめだとか、そういうことはないということでありますし、１回

目の調停がありましたが、それについてもその中で当事者である方が調停の中に参加してお

りますので、具体的にそういう中で本人たちは受けとめているということで私どもは考えて

おります。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 それでは、確認をしておきます。この調停に４人が出たという判断でいいので

すか。 

〇田村議長 副町長。 

〇門馬副町長 調停の中に４人のうちの１人が、３人の方の代理人ということで４人のうち

の１名が調停に出席しております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 それでは、出なかった１人もこの債務者の１人として認識しているという判断

でよろしいですか。 

〇田村議長 副町長。 

〇門馬副町長 相続人４人でございますが、そのうちの１名の方がほかの３人の方の代理人
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という形で出席しておりますので、全員がそういう形で�� 

（「３人の代表、４人の代表」の声あり） 

〇門馬副町長 言い方がちょっと悪かったですが、４人の相続人がいらっしゃいますが、そ

のうち３人から代理委任を受けて本人が出席していますので、４人ということでございます。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 一応今聞いてはっきりわかりましたけれども、１人亡くなって３人が、亡くな

った方の相続が４人がいて、債務者が実質的に３人ふえたと、そういう判断でいいのですね。

これ確認しておきたいと思います。 

〇田村議長 副町長。 

〇門馬副町長 相手方としての人数的には、３人ふえたということでよろしいかと思います。 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 ここで暫時休憩を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、暫時休憩といたします。 

 

午前１１時５５分  休憩 

午後 １時３０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 午前中の水産振興費までの審議を続けます。 

 質疑ありませんか。 

 ６番、差間議員。 

〇差間議員 先ほど私質問した中で、もう一回確認しておきたいことは、１回目の調停、そ

のときに理事者どなたか参加したのでしょうか。 

〇田村議長 副町長。 

〇門馬副町長 ８月10日に行われました第１回の調停につきましては、町のほうからは代理

人ということで弁護士を代理人に指定していますので、弁護士が代理人という形で出席して

おります。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 わかりました。それでは、理事者のほうから全面的に弁護士をお願いして、そ

してその方が町の代表としてその会議に出たという判断でよろしいのでしょうか、もう一回

確認をしておきたいと思います。 

〇田村議長 副町長。 

〇門馬副町長 はい、そのとおりであります。 

〇田村議長 そのほか質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、水産振興費までの質疑を打ち切ります。 

 次に、７款１項３目工業対策費までの説明を求めます。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 34ページでございます。７款１項商工費、１目商工振興費、この科目につ

きましては、商工業の振興とコスミックホールの運営の補助に係る経費でございます。19節

の負担金補助及び交付金につきましては、説明資料18ページのとおりでございます。 

 ２目観光費、この目につきましては、観光の振興のための諸経費及び観光施設の維持管理

並びに観光関連団体への補助金の科目でございます。13節の委託料、19節の負担金補助及び

交付金につきましては、説明資料18ページのとおりでございます。 

 それから、３目工業対策費、この目につきましては、企業対策並びに新企業創設に係る経

費でございます。23節の償還金利子及び割引料につきましては、説明資料18ページのとおり

でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 質疑はございませんか。ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、工業対策費までの質疑を打ち切ります。 

 次に、８款５項１目住宅管理費までの説明を求めます。 

 施設課長。 

〇前田施設課長 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、この目につきましては、

施設課に係る人件費、事務費及び道路台帳修正業務を行っている内容でございます。13節委

託料、17節公有財産購入費につきましては、説明資料18ページに記載のとおりでございます。 

 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費、この目につきましては、維持係の人件費、建設機

械11台の年間維持管理費の内容でございます。11節需用費につきましては、修繕費及び燃料

費が主なものでございます。12節役務費につきましては、車検整備手数料及び自動車損害保

険料が主なものです。18節備品購入費は、説明資料18ページに記載のとおりでございます。

なお、11節の不用額につきましては、除雪回数減による燃料費の減でございます。12節役務

費の不用額につきましては、車検代行手数料の残、タイヤ交換、脱着手数料ほか諸経費節減

による残でございます。 

 ２目道路維持事業費、この目につきましては、町道255路線、総延長296メートルを維持管

理する内容でございます。14節使用料及び賃借料、15節工事請負費につきましては、説明資

料18ページに記載のとおりでございます。14節使用料及び賃借料の不用額につきましては、

除雪回数の減による機械借上料の減でございます。 

 ３目道路建設補助事業費、この目につきましては、国の補助事業で道路改良舗装を３路線、

舗装１路線を行った内容でございます。13節委託料、15節工事請負費、19節負担金補助及び
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交付金、22節補償補てん及び賠償金につきましては、説明資料18ページから19ページに記載

のとおりでございます。 

 ３項河川費、１目河川管理費、説明に入る前に、説明資料の訂正をお願いいたします。19

ページ、河川管理費、15節工事請負費の事業費29万4,000円となっていますが、28万4,000円

に訂正を願います。大変申しわけありません。この目につきましては、町の管理215河川の

維持管理及び道河川の樋門管理委託業務をする内容でございます。13節委託料、14節使用料

及び賃借料、15節工事請負費につきましては、説明資料19ページに記載のとおりでございま

す。 

 ４項都市計画費、１目都市計画総務費、この目につきましては、都市計画にかかわる経費

でございます。特に説明する内容はございません。 

 ２目公共下水道費、この目につきましては、公共下水道特別会計に繰り出した内容でござ

います。 

 ３目公園緑地管理費、この目につきましては、中央広場、駅前広場、ポケットパーク、児

童公園、遊園地の維持管理費及び森林公園、町有地の草刈りに係る経費の内容でございます。

13節委託料につきましては、説明資料19ページから20ページに記載のとおりでございます。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費、この目につきましては、町営住宅497戸、ほか雑種家屋44

戸の維持管理に係る内容でございます。13節委託料は、消防設備、暖房機等の保守点検の内

容です。15節工事請負費は、説明資料20ページに記載のとおりでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 質疑はございませんか。ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、住宅管理費までの質疑を打ち切ります。 

 次に、９款１項４目災害対策費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 ９款１項消防費、１目常備消防費、この科目につきましては署員22名、消

防車両18台に要する科目であり、東十勝消防事務組合への負担金に要した科目であります。

参考として、13節委託料、18節備品購入費、19節負担金補助及び交付金は、説明資料20ペー

ジに記載しております。 

 ２目非常備消防費、この科目につきましては消防団員114名に要する科目であり、消防団

の運営、団員の育成、指導に要した科目であります。参考として、19節負担金補助及び交付

金は、説明資料20ページに記載しております。 

 ３目消防施設費、この科目につきましては、消防庁舎、３分遣所並びに消火栓、防火水槽

等に要した科目であります。参考として、11節需用費の修繕料、15節工事請負費は、説明資

料21ページに記載しております。 

 ４目災害対策費、この科目につきましては、防災、災害対策に要した科目であります。11
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節需用費の修繕料、18節備品購入費は、説明資料21ページに記載しております。 

 以上です。 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 質疑はございませんか。ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、災害対策費までの質疑を打ち切ります。 

 次に、10款２項５目学校保健費までの説明を求めます。 

 教育委員会次長。 

〇後藤教育次長 38ページをお開きください。10款教育費、１項教育総務費、１目教育委員

会費、この目は、教育委員４人の報酬、費用弁償、交際費など教育委員会の運営に要した経

費です。教育委員会の会議は、定例会12回開催いたしました。 

 ２目事務局費、この目は、教育委員会事務局の運営や職員の人件費等です。追加補正の大

部分は給与などの人件費、ほかに９節旅費の更正減が10万円あります。19節負担金補助及び

交付金のうち十勝教育研修センター負担金は、幕別町にある十勝圏複合事務組合が運営する

教育研修センターの運営負担金で、平成18年度には39講座開講し、625人が受講いたしまし

た。本町からの受講者は、16人であります。近年は、学校経営、特別支援教育、学校保健安

全、食に関する指導、環境教育などの講座に希望が多い傾向にあります。 

 ２項小学校費、１目学校管理費、この目は、小学校４校、児童数299人、教員40人に係る

学校経営、施設維持に要した経費です。追加補正したのは、11節需用費、12節役務費、13節

委託料、15節工事請負費。更正減は、９節旅費、14節使用料及び賃借料で、いずれも不用額

の整理であります。７節賃金は、屋根の雪おろしと環境整備のための賃金で、残の12万8,67

5円は学校の配当残であります。11節需用費のうち印刷製本費には、小学校３、４年生が使

用する平成19年度版社会科副読本の印刷費265万4,400円を含んでおります。修繕料は、厚内

小消火栓ホース修繕、浦幌小駐車場舗装修理、上浦幌中央小暖房制御機器修理などで、説明

資料のとおりであります。12節役務費の手数料には、厚内小学校移転に伴うパソコン、電話

回線、ピアノの移設手数料を含んでおります。不用額34万9,967円は、ごみ処理手数料の学

校配当残であります。13節委託料中、耐震診断委託料は、厚内小学校校舎、屋体、浦幌小学

校校舎分で、結果についてはそれぞれ議会報告したところでございますが、厚内小学校につ

いては耐震強度不足の結果が出たことから、旧厚内中学校へ移転し、平成19年度から供用を

開始いたしました。浦幌小学校については、耐震強度をクリアしておりました。15節工事請

負費、17節公有財産購入費は、説明資料21ページのとおりですが、公有財産購入費、つまり

公立学校共済組合からの教員住宅購入費の支出は、平成19年度の償還で完了いたします。18

節備品購入費は、説明資料21ページのとおりですが、各小学校で使用する一般備品の内容で

あります。 

 ２目教育振興費、この目は、小学校４校の教育振興のための事務委託や関係団体への事業

支援に要した経費です。この目の追加補正はなく、更正減は19節負担金補助及び交付金、20
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節扶助費で、不用額の整理であります。１節報酬は、浦幌小学校の学校評議員分です。５人

に委嘱し、年２回、校長の要請により意見交換や情報交換を行っています。不用額につきま

しては、欠席者分であります。８節報償費は、町教育功績者表彰の４人分、12人分予算化し

ておりましたが、４人の表彰で、３月26日に表彰式を行いました。13節委託料は、町教育研

究所への研究委託事業で、子供の学力分析、社会科副読本の改訂作業、広報活動などの内容

であります。18節備品購入費は、義務教育教材費と理振の備品購入費であります。19節負担

金補助及び交付金は、説明資料22ページのほか、義務的負担金があります。 

 ３目特殊教育振興費、この目は、浦幌小学校３学級、厚内小学校に１学級開設した特殊学

級の運営経費であります。障害の内訳は、浦幌小学校が知的１、言語１、情緒１、厚内小学

校が知的１学級であります。この目の追加補正はありませんが、９節旅費を更正減をいたし

ました。１節は、教育上特別な取り扱いを要する児童生徒の故障の程度や種類について調査、

審議する就学指導委員会委員の報酬、年１回の開催であります。19節負担金補助及び交付金

は、説明資料22ページのとおりであります。この目は、平成19年度予算から特別支援教育振

興費と改められたものでございます。 

 ４目簡易水泳プール管理費、この目は厚内、上浦幌、上浦幌中央小学校に設置されている

学校プールの維持管理経費であります。この目の補正は、ありません。15節工事請負費は、

説明資料22ページのとおり上浦幌小学校簡易プールの上屋、水槽シート工事に係るものであ

ります。 

 ５目学校保健費、この目は小中学校及び教職員の健康診断に要した経費です。この目の追

加補正は20節扶助費、更正減は９節旅費、13節委託料、19節負担金補助及び交付金で、不用

額の整理であります。13節委託料は、学校薬剤師委託料、児童生徒健康診断委託料、就学時

健康診断委託料、心臓検診委託料の内容であります。19節負担金補助及び交付金の不用額10

万6,330円は、日本スポーツ振興センター負担金の残と市町村学校職員総合身体検査負担金

の残で、特に総合身体検査負担金は１人当たりの負担金が１万6,500円から１万2,000円に下

がり、かつ55歳以上の無料の者の希望が多かったため、支出が少なかったものであります。

20節扶助費は、要保護、準要保護児童生徒の医療費扶助の内容ですが、18年度前半は例年に

なく扶助の申し込みが多く、予算不足が予想されたため、中途で10万円追加補正していただ

きましたけれども、後半は一転して申し込みが少なくなり、結果として10万7,476円の不用

額を出してしまいました。まことに申しわけございません。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 質疑はありませんか。ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、学校保健費までの質疑を打ち切ります。 

 次に、４項１目幼稚園運営費までの説明を求めます。 

 教育委員会次長。 
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〇後藤教育次長 40ページをお開きください。３項中学校費、１目学校管理費、この目は中

学校２校、生徒173人、教職員29人に係る学校経営、施設維持に要した経費です。この目の

追加補正は、11節需用費、13節委託料。更正減は、３節職員手当等、７節賃金、12節役務費、

14節使用料及び賃借料で、それぞれ不用額の整理であります。８節報償費は、浦幌中学校に

配置している心の教室相談員に対する謝金、心の教室相談員は週４日、各４時間勤務で、生

徒の気軽な話し相手や教室になじめない子のサポートなどを担当しております。11節需用費

中消耗品費には、中学校教科用図書採択がえに伴う教師用指導書購入費150万3,325円、修繕

料には浦幌中学校玄関前舗装、駐車場舗装286平米を含んでおります。13節委託料は、説明

資料22ページに記載のほか、保守業務、警備保安業務委託料などがあります。また、説明資

料22ページにある屋体耐震診断委託は、浦幌中学校体育館分で、結果は12月議会で報告した

とおり耐震強度不足が明らかとなりました。18節備品購入費は、説明資料22ページに記載の

ほか、一般備品、図書、パソコンなどであります。 

 ２目教育振興費、この目は中学校２校の教育振興に要する経費と外国語指導助手配置に要

した経費です。この目の追加補正は、１節報酬、４節共済費、11節需用費。更正減は、９節

旅費、19節負担金補助及び交付金、20節扶助費で、不用額の整理であります。平成18年度は、

外国語指導助手交代の年で、１年契約でありますけれども、現在２年目に入っております。

外国語指導助手の年間派遣実績は、浦幌中学校101日、上浦幌中学校26日、浦幌小学校８日、

厚内小学校10日、上浦幌小学校５日、上浦幌中央小学校３日、幼稚園など７日の計160日で、

このほか在日手続、研修、英語暗唱大会審査員、卒業式出席などが17日あり、合計177日の

稼働でありました。１節報酬は、浦幌中学校の学校評議員と外国語指導助手の報酬で、学校

評議員は５人に委嘱しております。19節負担金補助及び交付金の不用額９万3,529円の大部

分は、対外競技出場交付金の残で、冬季競技大会出場費を留保していたためであります。 

 ３目特殊教育振興費、この目は、浦幌中学校に開設した特殊学級に要した経費であります。

学級の内訳は、知的、言語、情緒が各１学級であります。 

 以上です。 

〇前田施設課長 ４目スクールバス管理費、この目につきましては、スクールバス８路線に

係る人件費及び運行管理費でございます。13節委託料、18節備品購入費につきましては、説

明資料22ページに記載のとおりでございます。14節使用料及び賃借料の不用額につきまして

は、夏休み、冬休み期間中の保育園児の輸送タクシー代の減によるものでございます。 

 以上です。 

〇上村保健福祉課長 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費、３幼稚園園児79名の運営管理に要

した経費でございます。15節工事請負費につきましては、説明資料22ページに記載のとおり

でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 質疑はございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、幼稚園運営費までの質疑を打ち切ります。 

 次に、５項７目図書館管理費までの説明を求めます。 

 教育委員会次長。 

〇後藤教育次長 42ページをお開きください。５項社会教育費、１目社会教育総務費、この

目は社会教育、文化振興及び文化財保護並びに職員人件費に要した経費で、追加補正は８節

報償費、更正減は人件費のほか11節需用費、18節備品購入費であります。１節報酬は、社会

教育委員、文化賞審議会委員、文化財保護審議会委員の報酬で、不用額７万4,500円は会議

等欠席者による残であります。８節報償費のうち文化奨励賞、スポーツ奨励賞などの表彰は、

文化奨励賞が３個人、２団体、スポーツ奨励賞が１個人でありました。19節負担金補助及び

交付金のうちＰＴＡ連合会など社会教育関係団体へ支出した補助金は、説明資料23ページの

とおりであります。 

 ２目公民館運営費、この目は４つの公民館の管理運営に要した経費で、追加補正は８節報

償費、11節需用費です。７節賃金の不用額は、吉野公民館と厚内公民館に配当した環境整備

賃金の執行残であります。８節報償費は、生涯学習活動支援講座、公民館講座、親子ふれあ

い人形劇、公民館まつり、町民文芸誌編集などに要した経費であります。11節需用費のうち

修繕料は、説明資料23ページ記載のほか、厚内公民館のカーテン、屋外防水、中央公民館の

非常照明予備電池、給湯設備、トイレ、上浦幌公民館の貯湯槽安全弁修繕などであります。

12節役務費の不用額11万400円の大部分は、各公民館に配当した郵券料の執行残であります。

13節委託料は、説明資料23ページ記載のとおり。14節使用料及び賃借料の不用額６万2,073

円も、各公民館に配当した事業者借上料と印刷機借上料の執行残です。18節備品購入費は、

中央公民館用加圧式消火器７本購入の内容であります。 

 ３目博物館費、この目は博物館の管理運営に要した経費で、更正減は９節旅費。１節報酬

は、博物館協議会委員報酬。８節報償費は、博物館講座開設の経費で、木工工作、グラスア

ート、化石のレプリカづくり、ヒグマの学校などの開設費であります。平成18年度の開館日

数は298日で、前年度比１日減、入館者数は7,225人で、前年比2,974人減。資料寄贈数は348

点、収集した資料は44点であります。なお、学芸員養成のための博物館実習の受け入れは、

畜大、教育大、日大大学院など４人でありました。 

 ４目高齢者学級開設費、この目は各公民館ごとに開設している高齢者学級の運営費と４寿

大学交流会の事業費です。８節報償費の不用額７万7,854円は、高齢者学級講師の謝金の執

行残であります。11節需用費の不用額４万5,422円は、消耗品費、食糧費、印刷製本費の執

行残であります。 

 ５目青少年教育費、この目は子ども会や少年教育に要した経費であります。８節報償費の

不用額９万4,000円は、青少年教室、通学合宿に係る講師謝金の執行残で、各事業に対し、

ボランティア団体、更生保護団体、教育大学釧路校学生などによるサポート体制ができたた

めであります。19節負担金補助及び交付金は、説明資料23ページ記載のほか、少年リーダー
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養成講習会参加者への補助があります。子供リーダー養成講習会は、夏と冬にそれ２泊３日

で開催をいたしました。 

 ６目家庭教育学級開設費、この目は、家庭教育学級５学級の運営費であります。学級開設

と並行して、６月21日に家庭教育講演会、９月15日に親子ふれあい劇場を開催いたしました。 

 ７目図書館管理費、この目は図書館の管理運営及び教育文化センターの管理に要した経費

で、追加補正は11節需用費、13節委託料、18節備品購入費。１節報酬は、図書館協議会委員

分。18節備品購入費の追加補正は、指定寄附による図書購入費で合計122万円のご寄附をい

ただきました。図書館の利用実績は、説明資料23ページのとおりですけれども、貸し出し人

数で前年度比513人減の8,638人、貸し出し冊数で前年度比941冊減の３万643冊でありました。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 質疑はございませんか。ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、図書館管理費までの質疑を打ち切ります。 

 次に、６項５目給食センター管理費までの説明を求めます。 

 教育委員会次長。 

〇後藤教育次長 44ページをお開きください。６項保健体育費、１目社会体育総務費、この

目は社会体育全般及び職員人件費で、追加補正は19節負担金補助及び交付金です。１節報酬

は、体育指導委員の報酬。８節報償費は、各種スポーツ大会のトロフィー、主催事業の謝金、

審判謝金などであります。19節負担金補助及び交付金のうち各社会体育団体に交付した補助

金は説明資料23ページのとおりですが、青年等対外競技出場費補助金は４回にわたって追加

補正をお願いし、10事業に補助金を交付をいたしました。 

 ２目社会体育施設費、この目は野球場、パークゴルフ場、健康公園、アイスアリーナ、町

民スケートリンク及び学校開放事業に要した経費で、追加補正したのは８節報償費、14節使

用料及び賃借料、更正減したのは11節需用費、12節役務費、15節工事請負費です。８節報償

費は、厚内、上浦幌、上浦幌中央の各小学校で行っている学校開放事業の主事謝金ですが、

開放日数の伸びにより追加補正をお願いいたしました。11節需用費のうち修繕料は、町民球

場汚水枡取りかえ、汚水ポンプ電気設備修繕、吉野パークゴルフ場自走式草刈り機修繕、ア

イスアリーナシャッター、フェンス修繕、健康公園インターロッキング修繕などであります。

12節役務費の不用額８万4,331円は、健康公園、アイスアリーナなどのごみ処理手数料の執

行残であります。13節委託料のうち指定管理委託料は、平成18年度から委託を開始した浦幌、

上浦幌、厚内の３パークゴルフ場に係る委託料1,133万4,000円で、期間は３年間であります。 

 ３目総合スポーツセンター管理費、この目は総合スポーツセンターの管理に要した経費で、

追加補正したのは11節需用費、18節備品購入費。７節賃金は、臨時事務員賃金。11節需用費

中修繕料は、説明資料23ページのほか、消火栓ホース、調光操作卓基板修繕、トレーニング

機器修繕、暖房循環ポンプ修繕などで、13節委託料は説明資料記載のほか、保守業務、警備
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保安業務などがあります。18節備品購入費は、スポーツセンターアリーナ用のマイク３本の

購入であります。 

 ４目スイミングプール管理費、この目は浦幌スイミングプールの管理運営に要した経費で

あります。11節需用費中修繕料には、オゾン装置とろ過槽自動制御装置の修繕を含んでおり

ます。 

 ５目給食センター管理費、この目は学校給食センターの管理運営及び給食配送に要した経

費で、更正減したのは１節報酬、２節から４節の人件費、７節賃金、９節旅費、11節需用費、

12節役務費、13節委託料で、いずれも不用額の整理であります。学校給食センター稼働日数

は前年度比４日増の209日、製造食数は前年度比6,248食増の12万6,782食。学校給食費は、

小学校200円、中学校240円で、平成10年から据え置きとなっており、この金額は十勝管内で

は中位の数字となっております。７節賃金は、調理員６人と米飯調理、臨時調理員分。11節

需用費中修繕料は、スライサーおろし円盤プレート交換、蒸気用電磁弁修繕、動力盤内接触

器取りかえ修繕、蒸気系統補給水装置修繕などであります。12節役務費の不用額11万8,573

円は、ごみ処理手数料の執行残であります。13節委託料は、説明資料23ページに記載のほか、

保守業務、検便検査、警備保安業務などであります。18節備品購入費は、説明資料のほか、

ドライ式移動台の購入があります。 

 以上でございます。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。 

 質疑ありませんか。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 先ほどは、申しわけございませんでした。 

 廃目ということをちょっとお聞きしたいのでありますけれども、先ほど聞き始めました農

村環境改善センターの件なのですけれども、あれから約２年たとうとしておるのですけれど

も、その後のことについて、例えばあそこを借りたいとか、それからあそこを何かの形で使

わせていただきたいとか、そういうアタックはあったのか、なかったのか。それと、あれを

あのまま放置して、最後に屋根が崩れるまで待っているのかどうか、その辺についてもちょ

っとお聞きしたいのですが、いかがなものでしょうか。 

〇田村議長 教育委員会次長。 

〇後藤教育次長 まず、使用の申し込みというか、使わせていただきたいということですが、

年に数件ございます。特に多いのは、合宿等でございますけれども、数件ございます。ただ、

中の電気、水道、すべてとまっておりますので、それからトイレ等全くとまっておりますの

で、現実的には使うことはできません。 

 それから、再開のめどでございますけれども、15年でしたか、閉鎖いたしましたけれども、

これは町の財政が非常に厳しいということで閉鎖をさせていただきました。それで、我々所

管しているほうとしては、いつの段階で再開できるのかということについては、内々協議は

しておりますけれども、まだまとまってどうのこうのという段階ではありません。それで、
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これを再開するとなるとかなりの費用がかかるだろうというふうに思います。それで、再開

するにしても、この後再開に当たって、現在やっているまちづくり計画の中に再開の経費等

がのっているわけではありませんので、これから町のほうで行う事業との優先順位というも

のも考えた上で、教育委員会としてはある程度考え方をまとめて、理事者と協議ということ

になろうかというふうに思います。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 そこでなのですけれども、私先ほど農業振興という中でお聞きしたいなという

感じがあったのですけれども、あそこを例えばそういった形の中の施設としてお借りをした

いという会社なり、そういうグループが出てきたとしたら、そのときには例えばどういう形

で貸与がしていただけるのか、それとも一切、足かせ、手かせがあるから、貸与ができない

のかということなのですけれども、その辺のことについてはいかがでしょうか。 

〇田村議長 教育委員会次長。 

〇後藤教育次長 そういったケース今のところないので、よくわからないのですが、そうい

った具体的なこういう使い方、従来教育委員会がやっていたような手法でなくて、建物等を

例えば貸してほしいとか、そういったことが具体的にあれば、そのときにまた協議というこ

とになろうかというふうに思います。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 再度確認しますけれども、そうしたらそれはその節には、名目は農村環境改善

センターという名目なのですけれども、所管が教育委員会ということで、そういう相談とか

のものについては教育委員会のほうに一応お尋ねをして相談をすればいいということです

ね。 

〇田村議長 教育委員会次長。 

〇後藤教育次長 現在教育委員会のほうで管理をさせていただいておりますので、第一義的

には教育委員会へご相談いただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 そのほか質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、給食センター管理費までの質疑を打ち切ります。 

 次に、14款１項１目予備費までの説明を求めます。 

 施設課長。 

〇前田施設課長 11款災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧費、１目災害応急費、この目

につきましては、災害が発生したときの応急費でございます。昨年４月20日から21日の低気

圧により災害が発生し、補正を行い、実施した内容となっております。13節委託料、14節使

用料及び賃借料、15節工事請負費につきましては、説明資料24ページに記載のとおりでござ

います。 

 ２目現年発生補助災害復旧費、この目につきましては、昨年４月20日から21日の低気圧に

より７カ所の被害を受けた公共土木施設災害復旧費の内容でございます。実施は、７カ所中
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河川４カ所、橋梁２カ所を実施し、道路１カ所につきましては繰越明許費で実施するもので

ございます。15節工事請負費につきましては、現年災害６カ所、17年災害繰越明許費４カ所

でございまして、説明資料24ページから25ページに記載のとおりでございます。 

 以上です。 

〇中川産業課長 ２項農業用施設災害復旧費、１目災害応急費、これも災害に備えての予算

でございます。川上明渠排水路補修工事ほか、重機の刈り上げのものでございまして、14節

の使用料及び賃借料につきましては、説明資料25ページの内容となっております。 

 ３項林業施設災害復旧費、１目災害応急費、これにつきましても林道災害の応急処置に対

する機械借上料でございます。14節の使用料及び賃借料につきましては、説明資料25ページ

のとおりでございます。 

〇後藤教育次長 ４項文教施設災害復旧費、１目災害応急費、この目は４月20日の大雨によ

る災害応急費で、浦幌パークゴルフ場水路土砂撤去用機械借り上げとスポーツ活動施設のり

面縫合工事面積15平米の内容で、説明資料25ページのとおりでございます。 

 以上です。 

〇中川産業課長 ５項水産業施設等災害復旧費、１目災害応急費、これにつきましては、漂

着流木処理の機械借り上げ、これは昨年の８月、10月の低気圧の被害による流木の処理でご

ざいます。12節役務費、14節使用料及び賃借料については、説明資料25ページのとおりでご

ざいます。 

 以上です。 

〇山田総務課長 12款１項公債費、この科目につきましては、借入金元金償還、長期償還利

子及び一時借入金利子に要した科目であります。 

 13款諸支出金及び14款予備費については、特に説明がございません。 

 歳出の合計で、予算現額が55億5,670万4,000円、支出済額が54億5,221万4,863円、繰越明

許費が4,088万4,000円、不用額が6,360万5,137円であります。 

 次のページをごらんください。48ページから55ページにかけては、財産に関する調書でご

ざいますが、公有財産の土地、建物、山林、有価証券、出資による権利及び物品、債権、基

金については、それぞれここに記載してありますので、ごらんおき願いたいと思います。 

 以上で説明を終わります。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。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、予備費までの質疑を打ち切ります。 

 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） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩といたします。 
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午後 ２時１３分  休憩 

午後 ２時３０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 次に、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。 

〇亀山町民課長 ５ページをごらん願います。１款町税、１項町民税、１目個人につきまし

ては、収納率は現年課税分98.5％、滞納繰り越し分16.1％、合計で95.9％であり、平成17年

度決算と比較してみますと、合計の収納率で1.0％の減であり、収入済み金額では760万6,00

0円の減、前年度よりやや減額となりました。不納欠損額は６個人、２法人、収入未済者は

実人員84個人、１法人の内容でございます。 

 また、２目法人は、法人数140法人に係るもので、うち法人税割の納付義務があった法人

は55法人、39.3％でございました。収納率は、現年課税分99.8％、滞納繰り越し分38.2％、

合計で99.2％であり、平成17年度決算と比較してみますと、合計の収納率は同率でありまし

たが、収入済み金額では513万3,000円の減額でございました。収入未済者は、４法人の内容

でございます。 

 ２項固定資産税につきましては、１目固定資産税の収納率は現年課税分99.4％、滞納繰り

越し分8.8％、合計で96.7％であり、平成17年度決算と比較してみますと、合計の収納率で0.

4％の減で、収入済み金額では1,423万2,000円の減でございました。不納欠損処分は２個人、

収入未済者は実人員60個人、５法人の内容でございます。 

 ３項軽自動車税につきましては、原動機付自転車を初め10車種、3,048台に係るもので、

収納率は現年度分99.8％、滞納繰り越し分39.9％、合計で99.1％であり、平成17年度決算と

比較してみますと、合計の収納率で0.1％の増で、金額では28万9,000円の増額でございまし

た。収入未済者は、実人員６個人の内容でございます。 

 ４項町たばこ税につきましては、収納率は100％ですが、平成17年度決算額と比較してみ

ますと、収入済み金額では34万3,000円の減額でございました。平成18年７月からたばこの

小売価格が改定されましたが、結果的には町たばこ税の増収には結びつかなく、この値上が

りを機会として一層たばこ離れが進んだものと思われます。 

 ５項入湯税につきましては、当初予算では計上しておりましたが、留真温泉が平成18年度

中休業することになりましたので、全額を更正減しております。 

〇山田総務課長 ２款１款１目所得譲与税から７ページの10款１項１目交通安全対策特別

交付金までについては、成果報告書の中で申し上げましたので、説明は省略させていただき

ます。また、この目については、発生した金額が即収入済みとなりますので、収入未済は発

生しておりません。 



 - 36 - 

 なお、７ページ、９款１項１目の地方交付税は、当初予算額に対し２億3,449万1,000円の

補正でありますが、平成17年度実績比888万1,000円の減額であります。 

 以上です。よろしくお願いします。 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 質疑ありませんか。ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、交通安全対策特別交付金までの質疑を打ち切ります。 

 次に、20款町債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 ７ページの11款分担金及び負担金、２項の負担金、１目民生費負担金の２

節児童福祉費負担金、これにつきましては収入未済が１万4,100円、２件の内容となってお

ります。また、３節の児童福祉費負担金滞納繰り越し分、これについては９件の収入未済が

ございます。次に、５節老人福祉施設費負担金、これにつきましては10万8,000円の収入未

済で、２件の内容となっております。 

 次に、３目の農林水産業費負担金、これについては１節の農業費負担金500万1,186円の未

済、これは６件の内容であります。２節の農業費負担金滞納繰り越し分614万591円、これは

４件の内容となっております。 

 次に、８ページをお開きください。４目教育費負担金の１節の教育費負担金につきまして

は、49万2,790円の収入未済で29件でございます。次に、２節の給食費負担金滞納繰り越し

分392万４円、これについては15件分の内容であります。 

 次に、12款の使用料及び手数料の中の５目土木使用料の中の１節公営住宅使用料、これに

ついては22件の収入未済であります。また、２節改良住宅使用料、これについては８件の収

入未済であります。３節の特定公共賃貸住宅使用料、これについては１件の未済であります。

４節の公営住宅等駐車場使用料、これについては12件の収入未済であります。５節の住宅使

用料滞納繰り越し分、21件の収入未済であります。 

 次に、６目の教育使用料の中の１節幼稚園保育使用料、これについては２件の収入未済。

次に、２節の幼稚園保育使用料滞納繰り越し分、これについては１件の収入未済の内容であ

ります。 

 次に、９ページに移りまして、13款国庫支出金の中の３目の災害復旧費国庫負担金の１億

161万1,000円の補正予算は、平成18年４月20日から21日未明にかけての大雨による公共土木

災害復旧に伴うものであります。 

 次に、２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金から11ページの14款道支出金、３項委託金、

６目民生費委託金までは、特に説明がございません。 

 次に、12ページをお開きください。15款の財産収入、２項の財産売払収入、１目不動産売

払収入の１節土地建物売払収入の補正につきましては、旧海上保安庁住宅の売り払いに伴う

ものであります。 
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 次に、19款の諸収入で、13ページに移りまして３項の貸付金元利収入の２目ウタリ住宅改

良資金貸付金元利収入、これについては１節ウタリ住宅改良資金貸付金元利収入が１件の未

済、また２節のウタリ住宅の貸付金滞納繰り越し分が６件の収入未済となっております。 

 また、５目の浦幌町高齢者生産活動センター委託業務貸付金元金収入、これについては4,

390万の収入未済となっております。 

 次に、14ページをお開きください。５項雑入、１目雑入の４節雑入、これについては１件

の収入未済でありますが、畜産担い手育成総合整備事業の受託事業の内容であります。 

 20款については、特に説明はございません。 

 歳入合計で、予算現額が55億5,670万4,000円、調定額が56億2,203万1,773円、収入済額が

55億2,508万4,098円、不納欠損額が91万2,259円、収入未済額が9,603万5,416円。 

 以上の内容であります。よろしくご審議願います。 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 質疑はございませんか。 

 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 歳入全般において不納欠損、それから未収、この関連についてちょっと伺いた

いのですが、例年このことについては論議されていると思いますが、不納欠損については理

事者の方、また前におられる皆さんご承知のように、地方税法上ですか、５年間この権利を

行使しなければ時効になる。これが５年間徴収業務をしないと不納欠損で処理できると、こ

ういうことですよね、これは間違いないですよね。そういうことで、例えば納期内に納めな

かったと、次の日から換算して５年間、まさか放置してあるわけではないと思うのです。督

促状出せば、また５年間が先延ばしになると、こういうことだと思います。不納欠損に至る

まで、案件によっては、例えば５年間徴収努力をして、最終的には10年間で不納欠損になっ

たのも多分あるでしょう。いや、そんなには放置していないと、１年間徴収努力したけれど

も徴収状況が整わなかったので、その後５年間権利行使しないで不納欠損にしたよとか、い

ろいろあると思うのです。今までのその辺の対応、少なくともこの18年度の決算における不

納欠損についての対応がどうであったか、お聞きしたいと思います。 

〇田村議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 今杉江議員から質問のあったことについては、地方税法第18条第１項の地

方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利は、法定の期限の翌日から起算して５年

間行使しないことによって時効により消滅するということで、いわゆる消滅時効と言われる

ことだと思いますが、これにつきましては18年度、13名で、納期の数で言いますと61件ござ

います。この条項を適用して不納欠損処分したのはこれだけの件数ということになりますが、

この13名の方についてそれぞれ毎年５年前の時点までについては督促、そして催告、そして

その中でも臨戸徴収というふうな形の中で接触を図りながら、納税に努めていただくように

十分努力をしてきたというふうに私どもとしては考えております。最終的に、やはりどうし

ても納めていただける状況にないと、またそれにかわる財産という換価すべき財産もないと
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いうふうな状況の中から、５年間たって消滅時効を適用して今回不納欠損したということの

内容でございます。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 以前総務常任委員会でも、この辺のことについて取り上げてきた経緯がござい

ます。ただいま課長のほうから説明あったように、地方税法上の18条の適用だというふうに

私も解釈しておりますし、ただもう一点確認をしておきたいのは、これは地方税法上の対応

でありますけれども、そのほか利用料ほかの税でない部分についての対応については、この

法を適用して対応しているのだろうか、また法律上その辺のことは問題ないのだろうか、全

然違うということなのか、税でない部分も不納欠損の扱いがあると思うのですが、その辺の

ことについても確認をしておきます。お願いします。 

〇田村議長 町長。 

（「休憩」の声あり） 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 答弁調整のため暫時休憩したいと思いますが、これに異議ありませんか。 

（「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、暫時休憩といたします。 

 

午後 ２時４８分  休憩 

午後 ３時０６分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 杉江議員のご質問でありますが、税外のその他の利用料等の取り扱いについ

てはどうなのかというご質問でございますが、地方自治法の236条第１項で税外のものに関

する取り扱いの中で時効の消滅ということでうたわれておりまして、税外にかかわる分につ

いてはこの地方自治法を適用して、地方自治法の今言いました条項により時効の消滅という

ことで不納欠損処理を行うということで、それで平成18年度の決算におきましては一般会計

上の中では税以外の不納欠損というものはございません。ただ、特別会計の中で不納欠損が

あるわけですが、公共下水道、今回不納欠損しておりますが、これについては地方自治法の

先ほどの条項に基づいて行っております。また、特別会計で国保税、介護保険料の不納欠損

を行っておりますが、これについては地方税法に基づいて不納欠損を行っております。ただ、

時効の消滅の５年間という部分についても、物によっては５年間というものと２年間という

ものがございますので、それらいろいろありますけれども、一応地方自治法で税外について

は不納欠損を行ったということでございます。 
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〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 長い時間かかって答弁をお探しになったようですけれども、事務処理をする人

たちの立場でこういう状況ですと、今も19年度から十勝の収納機構に一部は預けてやってい

るということですが、当然まだ直接徴収業務をやっている部分もあるでしょうし、またこの

利用料の部分もあります。浦幌の徴収プロジェクトチーム、これ現在も継続しているのです

よね。ここにいる方たちがほとんど課長レベルでチームをつくっていると思うのですが、こ

ういうことでは自信を持って徴収に歩けないのでないかと私は思うのです。私らももちろん

勉強は足りません。しかし、事務方のプロですから、このことは重大な問題です。この答弁

に時間かかったということは、事務方のそれぞれの部署での皆さん方の事務処理の扱いの統

一性がなかった、確認ができていなかったということですから、このことについては重く受

けとめていただきたい。町長、どうですか。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 杉江議員ご指摘のとおりだと思います。事務につきましては十分把握した上で

しなければならない、これは当然のことでありますから、町の担当としてきちんと把握して

いなければならないのだろうなというふうに思っています。ただ、今時間かかりましたのは、

一般会計の中でないということで、ただ過去に公営住宅の不納欠損を前にしていたと、それ

がいつだったのか、それを捜すのにちょっと時間かかってしまったということと、不納欠損

するに当たって自治法上何の条項を使ったのか、その書類がちょっと見当たらなかったとい

うことで時間かかったようでありまして、まことに申しわけないなというふうに思っていま

す。時効につきましても、破産宣告を受けて、それで請求できなかったと、それがために５

年間かかって、結果的に不納欠損になってしまったという時効でありましたので、時間がか

かってしまったことについておわびを申し上げたいと思います。 

〇田村議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 先ほどの杉江議員の質問に関する説明の中で、地方税法第18条第１項の平

成18年度に適用した人数と件数について申し上げましたが、これは今現在審議中の一般会計

における町税に係るものと国民健康保険特別会計に係る分、国保税に係る分も合わせた人数

と件数でございましたので、その点訂正させていただきます。 

 また、今杉江議員のほうから市町村税滞納整理機構の話が若干お話しされておりましたの

で、ちょっと説明させていただきたいわけですが、本年度十勝市町村税滞納整理機構への引

き継ぎ事案は13件でございました。引き継ぎ額が合計で953万5,492円、13名で953万5,492円

を引き継いでおります。８月現在、４月から８月の間に十勝市町村税滞納整理機構で浦幌町

分として徴収いただいたものが161万3,257円、徴収率が16.92％という形になっております。

延べ17人、実人員11人からの徴収がされております。また、８月末の十勝市町村税滞納整理

機構総体での徴収実績を申し上げますと、引き受け人員が十勝管内全部で383人で、引き受

け額が３億6,652万4,734円で、８月末の徴収額が3,897万586円、徴収率が10.63％というこ

とになっております。 
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 以上、参考までに申し上げまして、説明を終わります。 

〇田村議長 そのほか質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、町債までの質疑を打ち切ります。 

 ここで歳出を含め一般会計全体を通じての質疑を許します。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１号を採決いたします。 

 認定第１号について、原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立多数であります。 

 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、明日11日午前10時といたします。 

散会 午後 ３時１６分 

 


