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平成２０年第３回浦幌町議会定例会（第４号） 

 

平成２０年９月１８日（木曜日） 

                                                          開議 午前１０時００分 

                                                         閉会 午後 １時４０分 

 

〇議事日程 

 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 認定第 ２号 平成１９年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算認定に        

ついて 

 日程第 ５ 認定第 ３号 平成１９年度浦幌町模範牧場特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

 日程第 ６ 認定第 ４号 平成１９年度浦幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決 

算認定について 

 日程第 ７ 認定第 ５号 平成１９年度浦幌町老人保健特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

 日程第 ８ 認定第 ６号 平成１９年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

 日程第 ９ 認定第 ７号 平成１９年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計歳入歳出決算 

認定について 

 日程第１０ 認定第 ８号 平成１９年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定 

について 

 日程第１１ 認定第 ９号 平成１９年度浦幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算認 

定について 

 日程第１２ 認定第１０号 平成１９年度浦幌町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

 日程第１３ 選挙第 １号 北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙 

 日程第１４ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ 

て 

 日程第１５ 同意第 ２号 浦幌町教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ 

いて 

 日程第１６ 発委第 ８号 浦幌町議会会議規則の一部改正について 

 日程第１７ 発委第 ９号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書の提出について 

 日程第１８ 発委第１０号 北海道開発局の存続を求める要望意見書の提出について 
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 日程第１９ 発委第１１号 帯広測候所存続・拡充に関する要望意見書の提出について 

 日程第２０ 発委第１２号 後期高齢者医療制度の抜本的見直しを求める意見書の提出 

について 

 日程第２１ 発委第１３号 道路整備に必要な財源の確保に関する意見書の提出につい 

て 

 日程第２２ 発委第１４号 原油価格高騰に関する要望意見書の提出について 

 日程第２３ 発委第１５号 国営造成農業水利施設等の確実な整備・維持に関する意見 

書の提出について 

 日程第２４ 発議第 ４号 所管事務調査について 

 

〇出席議員（１３名） 

    １番  中  尾  光  昭     ２番  二  瓶     隆 

    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 

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇出席説明員 

     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 

佐  藤  芳  雄 
          政 策 課 長  

          町 民 課 長      鈴  木  宏  昌 

     保健福祉課長   上  村  健  二 

          産 業 課 長      前  田  治  紀 

     施 設 課 長   賀  下  利  幸 

     上浦幌支所長   高  嶋  英  俊 

     会計管理者   経  堂  岩  夫 

          診療所事務長      小 路 谷  守  昌 
 
          総 務 課 

獅 子 原  将  文 
          財 政 係 長           
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    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   亀  山     昇 

 

    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 

 

〇出席議会事務局職員 

     局    長   泉        初 

     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 議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

杉江委員長。 

〇杉江議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。 

 第３回定例会最終日の運営について、委員全員出席のもと、議会運営委員会を開催いた

しましたので、協議の結果についてご報告いたします。 

 委員会には正副議長の出席をいただき、日程及び運営について協議をいたしました。本

日の日程は、諸般の報告、行政報告に続き、平成19年度特別会計決算審査９件に続き、北

海道後期高齢者広域連合議会議員選挙１件、人権擁護委員候補の推薦に関する諮問１件、

教育委員会委員の任命に関する同意案件１件、発委は浦幌町議会会議規則の一部改正１件、

各委員会意見書７件、合わせて８件、議長提出発議は所管事務調査であります。 

 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。議案の審議も真摯に行われ、

本日の日程をもって最終日となりますが、議員各位のご協賛賜りますようお願い申し上げ、

議会運営委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 諸般の報告 

〇田村議長 日程第２、諸般の報告を行います。 

９月５日から17日までの議長等の動静につきましては、諸般の報告としてお手元に配付

のとおりでありますので、ごらんおきを願います。 

これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第３ 行政報告 

〇田村議長 日程第３、行政報告を許します。 

 町長。 

〇水澤町長 行政報告をさせていただきます。 

 平成20年９月５日から９月17日までの町長等の動静につきましては、お手元に配付のと

おりでありますので、ごらんおきを願いたいと思います。 

 ２のその他につきましては、３件につき報告をさせていただきます。最初に、都市間バ
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ス帯広釧路線の減便について報告をいたします。昨年３月、帯広浦幌間の路線バスの廃止

に伴い、要請活動が実り、４月より代替として帯広釧路都市間特急バスすずらん号が上下

線４便ともに町内市街地での乗りおりや帯広市内では帯広厚生病院や帯広協会病院での乗

りおりができるようになり、さらには帯広までの時間が短縮され、利用者に対する便宜が

図られてまいりました。しかしながら、今月10日に同特急バスを運行している十勝バス株

式会社と釧路バス株式会社の両社が来庁し、昨今の経済情勢の冷え込みから帯広釧路間の

利用者が低迷し、あわせて燃料高騰から経費が増大し、両市間のバス運行は両社の経営を

脅かすことは必定と本年11月１日より現行４便を２便に減便したい旨の説明に訪れまし

た。両社の計画では、平日の帯広方面へは浦幌発８時57分と17時27分で、帯広厚生病院に

は10時10分と18時40分着となります。土日祝日は、浦幌発９時57分と17時27分となり、帯

広厚生病院には11時10分と18時40分着となります。帯広からの時間帯は、平日が帯広厚生

病院発７時16分と15時46分で、浦幌には８時33分と17時３分着となります。土日祝日は、

帯広厚生病院発８時16分と15時46分で、浦幌には９時33分と17時３分着となり、通院等に

は支障ない範囲内での変更という申し入れがありました。 

 以上、都市間バス帯広釧路線の減便についての報告といたします。 

 次に、公用車の物損事故について報告いたします。９月９日午後５時55分ごろ、職員が

資源ごみにおける不適合物等の回収業務中、国道光南住吉１条通と町道光南３丁目通の交

差点において右折しようと交差点で停止していたところ、右方向からトラックが進入して

きたため、トラックの進行の妨げになるとの判断から公用車を後退させたところ、後方に

停車していたステーションワゴン車に気づかず衝突、当方の車両に損傷はないものの相手

車両へのヘッドライト及びボンネット等を損傷させたものであります。現在相手車両の損

傷部分につきまして保険対応による修理の手続を行っているところであります。このたび

の事故につきましては、幸い双方けがはなく、物損のみで大事に至ることはありませんで

したが、いずれにいたしましても職員の不注意により事故を起こしたことに対しまして心

からおわびを申し上げます。今後車両の安全運転につきましては、職員にさらなる注意を

喚起し、事故防止の徹底に努めてまいりたいと思います。 

 以上、公用車の物損事故についての報告といたします。 

 次に、福祉灯油支援事業の実施について報告いたします。昨年１年度限りの措置として、

高齢者や障害者などの低所得者の方を対象に灯油購入経費の一部を助成する緊急支援を行

ったところでありますが、本年におきましてもなお原油価格の高騰が続いており、住民生

活に大きな影響を及ぼしている状況にあります。これから冬を迎えるに当たり、12月の灯

油価格がどのように推移するのか不透明でありますが、冬期間における暮らしに大きな打

撃を受けることが想定されますことから、本年度につきましても昨年に引き続き福祉灯油

支援事業を実施する予定としております。対象世帯につきましては、昨年同様65歳以上の

ひとり暮らし、または高齢者のみの世帯及び障害者世帯、ひとり親世帯であって、平成20年

度分の町民税非課税世帯とし、生活保護世帯は除くこととしており、現段階ではおおむね



 － 6 － 

480世帯と推計しております。また、支援の方法は給付券による実施を予定しておりますが、

給付の額につきましては今後灯油価格を見きわめ、決定していきたいと考えております。

今後具体的な内容を詰めた上で関連の予算補正を町議会に提案させていただき、町民の皆

様には広報等により周知を図ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 以上、福祉灯油支援事業の実施についての報告といたします。 

〇田村議長 これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第４ 認定第２号 

〇田村議長 日程第４、認定第２号 平成19年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 認定第２号 平成19年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算認定につ

いて。 

 平成19年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算認定について、別冊のとおり議会の認

定を求める。 

 平成20年９月５日提出、浦幌町長。 

 平成19年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、区分１、歳入総額8,182万9,745円、２、歳出総額7,678万7,542円、

３、歳入歳出差引額504万2,203円、５、実質収支額504万2,203円。 

 １ページ目、２ページ目の平成19年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算については

省略させていただきます。 

 ３ページ目をお引きください。平成19年度町有林野特別会計歳入歳出決算事項別明細書。

この町有林野特別会計につきましては、制限林を含めまして町有林3,877ヘクタールの管

理、造成をするための特別会計でございます。主な内容、事業効果としまして、立木売り

払いにつきましては皆伐を４伐区に分けまして実施いたしました。樹種につきましては、

カラマツが6,612.216立方メートル、次に間伐材売り払いにつきましては留真、幾千世、川

流布、湧洞でトドマツが1,186.448立方メートル、カラマツが490.913立方メートル、雑木

12.626立方メートルを間伐して、合計で1,689.987立方メートルを売り払いをしておりま

す。それから、保育工事につきましては、人工林が29.16ヘクタール、準備地ごしらえが

33.34ヘクタール、下草刈りが87.28ヘクタール、除間伐が59.96ヘクタール、間伐が74.92ヘ

クタールを実施しております。植栽用苗木購入としまして、カラマツ１号苗を６万4,200本、

面積にしまして29.16ヘクタールを購入しております。ヘクタール当たり2,200本植えとい

うことで実施しております。 

 それでは、歳入に入らせていただきます。１款道支出金、１項道補助金、１目造林補助
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につきましては、１節造林補助の先ほども申し上げましたが、人工造林の29.16ヘクタール

ほか下草刈り、除間伐、それから間伐の補助金でございます。２節野そ駆除補助、これに

つきましては285.81ヘクタールをヘリ散布で２回実施しております。 

 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、土地貸付収入でございます。 

 ２目利子及び配当金、利子及び配当金でございます。 

 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入の中で立木売り払いにつきましては、先ほど申

し上げたようにカラマツ6,612.216立方メートルを売り払いしております。 

 ２目素材売払収入、素材売り払いにつきましては間伐材売払収入としてカラマツ

490.913立方メートル、トドマツ1,186.448立方メートル、雑木12.626立方メートルを売り

払いしております。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金につきましては、一般会計繰入金

でございます。 

２項１目基金繰入金の基金繰入金につきましてはゼロとなっております。 

４款１項１目繰越金につきましては、前年度繰越金でございます。 

５款諸収入、１項１目雑入につきましては、北電の立木補償等の収入を雑入として入れ

ております。 

次に、歳出でございます。１款１項１目財産管理費、この目につきましては町有林の維

持管理に係る経費でございます。12節役務費につきましては、新植の29.16ヘクタールを森

林国営保険で10年間保証の保険に加入しております。13節委託料につきましては、町有林

管理業務委託及び町有林森林施業計画委託料でございます。 

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

ざいます。13節委託料につきましては、野そ駆除散布委託料２回分でございます。15節工

事請負費につきましては、説明資料30ページに記載のとおりでございます。16節原材料費

につきましては、６万4,200本の苗木代でございます。 

３款１項公債費、１目元金、23節償還金、利子及び割引料につきましては、長期債償還

元金でございます。 

２目利子、23節償還金、利子及び割引料につきましては、長期債償還利子でございます。 

４款１項１目予備費につきましては執行しておりません。 

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。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第２号を採決いたします。 
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 認定第２号について、原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、認定第２号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 場内大変暑くなってきておりますし、暑くなることが予想されますので、上着を自由に

外すことを認めますので、よろしくお願いいたします。 

 

    ◎日程第５ 認定第３号 

〇田村議長 日程第５、認定第３号 平成19年度浦幌町模範牧場特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 認定第３号 平成19年度浦幌町模範牧場特別会計歳入歳出決算認定につ

いて。 

 平成19年度浦幌町模範牧場特別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20年９月５日提出、浦幌町長。 

 説明に入る前に説明資料の訂正をお願いいたします。説明資料31ページをお開きくださ

い。３の夏期預託、１日当たり665頭と記載しておりますけれども、621頭に訂正願います。

また、４の冬期預託、１日当たり474頭と記載されておりますが、500頭に訂正をお願いし

ます。大変申しわけありませんでした。 

 それでは、説明をいたします。平成19年度浦幌町模範牧場特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、区分１、歳入総額１億606万1,044円、２、歳出総額１億448万

1,554円、３、歳入歳出差引額157万9,490円、５、実質収支額157万9,490円。 

 １ページ目、２ページ目の平成19年度模範牧場特別会計歳入歳出決算書については省略

させていただきます。 

 ３ページをお開きください。平成19年度模範牧場特別会計歳入歳出決算事項別明細書。

この模範牧場特別会計につきましては、乳用牛預託経費及び放牧地、採草地の維持管理を

行う経費の特別会計でございます。経営面積につきましては、総面積385.7ヘクタール、草

地面積314.1ヘクタールの経営となっております。それから、夏期預託１日当たり621頭、

これは５月20日から10月31日までの165日でございます。１日当たりの単価は、町内牛で

263円、町外牛が315円となっております。利用戸数につきましては37戸でございます。そ

れから、冬期預託につきましては、１日当たり500頭、11月１日から５月19日までの200日

間でございます。１日当たりの単価は、町内牛578円、町外牛が693円でございます。利用

戸数35戸となっております。それから、保育預託、１日当たり127頭、これは365日間でご

ざいます。１日当たりの単価は、町内牛231円、町外牛が315円となっております。利用戸
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数につきましては16戸でございます。それから、人工授精捕縛料につきましては568頭で１

頭当たり2,000円、入退牧捕縛料につきましては998頭で１頭当たり1,000円という単価にな

っております。 

 それでは、歳入に入らせていただきます。１款使用料及び手数料、１項使用料、１目牧

場使用料につきましては、放牧使用料ということで先ほど説明したとおりで、夏期、冬期

の預託、それと保育預託でございます。 

 ２項手数料、１目捕縛手数料につきましては、先ほど説明いたしました人工授精捕縛料

と入退牧捕縛料の収入でございます。 

 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金につきましては、模範牧場基金

利子でございます。 

 ３款１項１目繰越金につきましては、前年度繰越金でございます。 

 ４款諸収入、１項１目雑入につきましては、入牧牛の駆除殺虫剤代金で、３回、延べ

2,387頭分の収入でございます。 

 ５款１項繰入金、１目基金繰入金につきましては、模範牧場の事業基金からの繰入金で

ございます。 

 次に、歳出でございます。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、この目につ

きましては模範牧場に係る人件費及び事務諸経費並びに各団体負担金でございます。１の

報酬につきましては、模範牧場運営委員会１回分でございます。14節使用料及び賃借料に

つきましては、事務機械借り上げ料でございます。19節負担金、補助及び交付金につきま

しては、説明資料32ページに記載のとおりでございます。 

 ２款施設費、１項１目施設管理費、この目につきましては乳用牛預託経費並びに採草地

の維持管理を行う経費でございます。11節需用費、14節使用料及び賃借料につきましては、

説明資料32ページに記載のとおりでございます。13節委託料につきましては、電気保安管

理委託料でございます。16節原材料費につきましては、牧草種子、パドック用資材ほかで

ございます。18節備品購入費につきましては、車両用タイヤでございます。 

 ３款１項１目予備費につきましては、予備費でございまして執行しておりません。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議お願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第３号を採決いたします。 

 認定第３号について、原案のとおり認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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〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、認定第３号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第６ 認定第４号 

〇田村議長 日程第６、認定第４号 平成19年度浦幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算認定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 認定第４号 平成19年度浦幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について。 

 平成19年度浦幌町国民健康保険事業特別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20年９月５日提出、浦幌町長。 

 それでは、別冊に基づきまして説明させていただきます。歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、区分１、歳入総額10億884万413円、２、歳出総額９億6,906万

3,778円、３、歳入歳出差引額3,977万6,635円、５、実質収支額3,977万6,635円。 

 本会計につきましては、国民健康保険の運営及び医療費収支の会計を処理する特別会計

でございます。主な内容及び事業効果等につきましては、決算説明資料33、34ページに記

載のとおりでございます。 

 表紙をおめくりいただきまして、１ページ、平成19年度国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算書につきましては、省略をさせていただきます。 

 ３ページをごらんおき願います。平成19年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事

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

につきましては退職被保険者等を除く被保険者に係る国民健康保険税でございます。現年

課税分２億4,735万8,178円、収納率は97.01％で、対前年度比0.26％増の内容でございます。

滞納繰越分は887万3,867円、不納欠損額は５名で57万4,560円、滞納繰越分収納率は25.90％

で、対前年度比8.4％の増でございました。 

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

して年金受給権のある方で老人保健の適用を受けていない被保険者に係る国民健康保険税

でございます。現年課税分2,422万40円、収納率は99.66％で、対前年度比0.32％の増でご

ざいました。滞納繰越分は16万1,600円、滞納繰越分収納率は100％でございました。１目、

２目の収入未済額合計は、実人員128名、3,252万8,347円で、このうち８月末現在では231万

7,463円を収納し、徴収率は現時点で7.15％でございます。 

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

険給付費、老人保健拠出金及び介護納付金に対し国から34％が交付されるものでございま

す。 
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 ２目高額医療費共同事業負担金、この目につきましては歳出の５款１項共同事業拠出金、

１目高額医療費拠出金に対し４分の１が交付されるものでございます。 

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

の不均衡を調整するために交付されるものでございます。平成19年度は、医療費の増加と

所得額の減少に伴う保険税収入額の減少により、対前年度比465万円の増額交付となりまし

た。 

 ２目後期高齢者医療制度創設準備事業補助金、この目につきましては後期高齢者医療制

度創設準備に伴う国民健康保険システム改修に対する補助金で、繰越明許として執行した

内容でございます。 

 ４ページをごらん願います。４款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費共同事業負

担金、この目につきましては国庫支出金と同様に４分の１を道から交付されるものでござ

います。 

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

不均衡を調整するために交付されるものでございます。 

 ５款１項共同事業交付金、１目高額医療費共同事業交付金、この目につきましては高額

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

財源として交付されるものでございます。 

 ２目保険財政共同安定化事業交付金、この目につきましては市町村国保間の保険料の平

準化、財政の安定化を図るため、１件30万円以上の医療費について各市町村国保からの拠

出金を財源として都道府県単位で費用負担を調節するために交付されるものでございま

す。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、この目につきましては一般会計

からの繰入金で、保険税の軽減分の補てんを行う軽減分と低所得者を多く抱える保険者の

財政安定化を図る支援分、出産一時金、そして職員の人件費などに対する繰り入れでござ

います。 

 ５ページをごらん願います。８款諸収入、２項雑入、３目一般被保険者返納金、この目

につきましては一般被保険者が資格喪失等により療養費の給付を受けることができなかっ

た分、４個人、２医療機関について世帯主及び医療機関から返納していただいたものでご

ざいます。 

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

の目につきましてはこの特別会計に係る人件費及び事務経費でございます。13節委託料の

うち、国民健康保険システム改修に係る262万5,000円につきまして繰越明許費で執行した

ものでございます。 

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

係る事務経費でございます。19節負担金、補助及び交付金につきましては、十勝市町村税

滞納整理機構の負担金を支出してございます。 
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３項１目運営協議会費、この目につきましては委員９名の国民健康保険運営協議会を２

回開催した等の要した経費でございます。 

７ページをごらん願います。２款保険給付費、４項出産育児諸費、１目出産育児一時金、

この目につきましては国民健康保険の被保険者が出産した場合に出産育児一時金として給

付しております。１人につき35万円の支給で、11人分に要した経費でございます。 

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

した場合に１万円を葬祭給付費として給付しておりますが、44人分の給付に要した経費で

ございます。 

３款１項老人保健拠出金、１目老人保健医療費拠出金、この目につきましては老人保健

医療対象者の医療費を国、道、市町村、医療保険各法の保険者で負担をしてございますが、

その医療保険各法の保険者が負担する額のうち本町の国民健康保険加入者に係る拠出金を

支払うために要した経費でございます。 

４款１項１目介護納付金、この目につきましては介護保険事業の費用のうち31％につい

ては医療保険各法の保険者が40歳以上65歳未満の加入者により負担しておりますが、本町

の国民健康保険負担分を介護納付金として支払うために要した経費でございます。 

８ページをごらん願います。５款１項共同事業拠出金、１目高額医療費拠出金、この目

につきましては過去３年間の高額医療費の推移を見て、全道対比で拠出する経費でござい

ます。 

６款１項保健事業費、１目保健衛生普及費、この目につきましては被保険者の健康保持

のために行う各種事業に要する経費でございます。なお、総合健診の委託料は対象者254名、

基本健診申し込み件数106名、実受診件数は68名でございました。 

７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目被保険者保険税還付金、この目につき

ましては過年度にさかのぼり、被保険者の資格を喪失したことによる16件の保険税還付金

でございます。 

３目償還金、この目につきましては過年度分の国庫負担金である療養給付費等負担金を

北海道会計管理者へ精算確定により返還したものでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第４号を採決いたします。 

 認定第４号について、原案のとおり認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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〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、認定第４号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第７ 認定第５号 

〇田村議長 日程第７、認定第５号 平成19年度浦幌町老人保健特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 認定第５号 平成19年度浦幌町老人保健特別会計歳入歳出決算認定につ

いて。 

平成19年度浦幌町老人保健特別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20年９月５日提出、浦幌町長。 

 別冊の歳入歳出決算書に基づき説明をさせていただきます。本会計につきましては、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。主な内容及び

事業効果等につきましては、決算説明資料35ページに記載のとおりでございます。 

実質収支に関する調書、区分１、歳入総額７億7,410万4,778円、歳出総額７億4,884万

5,974円、３、歳入歳出差引額2,525万8,804円、実質収支額2,525万8,804円。 

 次のページをごらんおき願います。平成19年度老人保健特別会計歳入歳出決算書につき

ましては、省略をさせていただきます。 

 ３ページをお開き願います。平成19年度老人保健特別会計歳入歳出決算事項別明細書、

歳入、１款１項支払基金交付金、１目医療費交付金、この目につきましては老人保健医療

諸費に対する医療保険各法からの現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、この目につきましては老人保健医療事務経費に対する医療

保険各法からの現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、この目につきましては窓口

負担１割の方に係る老人保健医療費に対する国からの現年度分及び過年度分の交付金でご

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、この目につきましても窓口負担

１割の方に係る老人保健医療費に対する道からの現年度分、過年度分の交付金でございま

す。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、この目につきましては窓口負担

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。医療給付費

の精算確定により、292万7,366円を一般会計への返還分として他会計繰出金に計上いたし

てございます。 

 ５款１項１目繰越金、この目につきましては前年度からの繰越金でございます。 
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 ４ページをごらん願います。６款諸収入、２項雑入、２目返納金、この目につきまして

は過誤請求により４医療機関から返納していただいたものでございます。 

 ５ページをごらん願います。歳出、１款１項医療諸費、１目医療給付費、この目につき

まして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、この目につきましては老人保健受給者がやむを得ない理由により一た

ん全額自己負担をした場合の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の装具の費用などの一部負

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、この目につきまして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、この目につきましては平成18年度

分の医療給付費及び審査支払手数料について精算確定に伴う道及び社会保険診療報酬支払

基金に対する精算返還金でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第５号を採決いたします。 

 認定第５号について、原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、認定第５号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第８ 認定第６号 

〇田村議長 日程第８、認定第６号 平成19年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 認定第６号 平成19年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて。 



 － 15 － 

 平成19年度浦幌町介護保険特別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20年９月５日提出、浦幌町長。 

 別冊の歳入歳出決算書に基づき説明をさせていただきます。本会計につきましては、介

護保険の運営及び介護給付費の会計を処理する特別会計でございます。主な内容及び事業

効果等につきましては、決算説明資料36ページに記載のとおりでございます。 

 実質収支に関する調書、区分１、歳入総額５億3,382万2,091円、２、歳出総額５億1,699万

6,970円、３、歳入歳出差引額1,682万5,121円、５、実質収支額1,682万5,121円。 

 次のページをおめくり願います。平成19年度介護保険特別会計歳入歳出決算書について

は省略をさせていただきます。 

 ３ページをごらん願います。平成19年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明

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

以上の第１号被保険者の方からいただく介護保険料でございます。現年度分は7,257万

2,700円、収納率は100％で、対前年度比0.56％の増でございました。滞納繰越分は45万

2,600円、滞納繰越分収納率は26.04％で、対前年度比9.35％の増でございました。不納欠

損額はございません。収入未済額は12名、128万5,600円で、このうち８月末現在では21万

2,300円を収納してございます。なお、収入未済額のうち２万1,600円減は、国民年金デー

タによる特別徴収の賦課にかかわり社会保険事務所からデータが送付されるのが事由発生

から約６カ月後になるため、被保険者死亡等資格喪失等の事務処理が現年度に間に合わず、

調定額を超過した２万1,600円を平成20年度に繰り越しし、過年度還付として取り扱うもの

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、この目につきましては介護

保険事業に係る保険給付費の20％を国から交付される内容でございます。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金、この目につきましては原則として介護保険事業に係

る保険給付費の５％が国から交付されるものですが、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内容でございます。 

 ２目地域支援事業交付金、この目につきましては支援事業費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目介護保険事業費補助金、この目につきましては法改正によるシステム改修費及び医

療費制度改正に伴う介護保険システム改修経費に対し交付されるものでございます。 

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

事業に係る保険給付の12.5％が道から交付され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、この目につきましては地域支援事業のうち介

護予防事業については対象経費の12.5％、任意事業については対象経費の20.25％が道から
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交付されるものでございます。 

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

につきましては介護保険事業に係る保険給付費の31％が社会保険診療報酬支払基金から交

付されるものでございます。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、この目につきましては地域支援事業のうち介護予防事業につ

いて対象経費の31％が交付されるものでございます。 

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

費繰入金として介護保険事業に係る保険給付費の市町村の負担分である12.5％と地域支援

事業繰入金として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％の市町村負担分、職員給与費等繰入金として介護保険事業に係る職員の人件費

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それぞれ繰り入れす

るものでございます。 

 ５ページをごらん願います。８款諸収入、２項雑入、２目返納金、この目につきまして

は高額介護サービス費の過大請求による１介護保険施設からの返納金と居宅介護サービス

費に係る過大請求による１介護保険施設からの返納金及び介護サービス利用者負担区分変

更による１個人からの返納金でございます。 

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

の目につきましては介護保険事業に係る人件費及び事務経費でございます。13節委託料は、

法改正による介護保険システム改修経費及び医療費制度改正に伴う介護保険システム改修

費168万円につきましては繰越明許費で執行した内容でございます。 

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

に係る経費でございます。12節役務費は、主治医意見書を医師に記載していただく手数料

でございます。 

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

13節委託料は、介護保険施設及び居宅介護施設等に認定調査を委託している経費でござい

ます。 

 ４項１目介護保険運営協議会費、この目につきましては６人の委員による介護保険運営

協議会を１回開催したことによる経費でございます。 

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

サービス等給付費から４目施設介護サービス等給付費までは、被保険者が事業者から受け

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。 

 ３項特定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護サービス等費、この目につきま

しては居住費、または滞在費及び食料の負担が低所得者にとって過重の負担とならないよ

う所得に応じた定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り、本人
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負担分以外を国保連合会が支払う経費でございます。 

 ３款１項１目財政安定化基金拠出金、この目につきましては国、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るための本

町の拠出金に係る経費でございます。 

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

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

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

のための健康づくりを行うための経費でございます。 

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

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。 

 ９ページをごらん願います。６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金、

この目につきましては平成18年度の国及び道並びに社会保険診療報酬支払基金に対する介

護給付費負担金等の精算に伴う返還に係る経費でございます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金、平成18年度の精算により一般会計繰入金過年度繰り入

れ分の精算返還金を一般会計へ繰り出した経費でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第６号を採決いたします。 

 認定第６号について、原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、認定第６号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第９ 認定第７号 

〇田村議長 日程第９、認定第７号 平成19年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計歳入歳出

決算認定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇小路谷診療所事務長 認定第７号 平成19年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計歳入歳出

決算認定について。 
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 平成19年度浦幌町浦幌町立診療所特別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20年９月５日提出、浦幌町長。 

 平成19年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計歳入歳出決算書。 

実質収支に関する調書、歳入総額２億9,538万3,196円、歳出総額２億8,703万6,012円、

歳入歳出差引額834万7,184円、実質収支額834万7,184円。 

この会計につきましては、浦幌町立診療所の管理運営及び診療の収支の会計を処理する

特別会計でございます。診療状況など主な内容につきましては、成果報告書の38ページに

記載のとおりです。 

１ページ、２ページの平成19年度浦幌町立診療所特別会計歳入歳出決算書につきまして

は省略させていただきます。 

３ページをお開きください。平成19年度浦幌町立診療所特別会計歳入歳出決算事項別明

細書、歳入、１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金並びに２款１項繰越金、

１目繰越金につきましては、特に説明はございません。 

 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入につきましては、この科目につきましては医療行為

に伴います診療報酬などの収入でございます。収入未済額27万8,630円。 

 ２項１目雑入、この科目につきましては十勝医師会からの交付金等が入っております。 

 ２目過年度収入、収入未済額93万5,180円 

 ３項寄附金、１目指定寄附金、２名の方より指定寄附をいただいております。 

 次ページいきます。歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費、この科目につきまし

ては施設の維持管理運営に係る経費及び事務職員の人件費でございます。 

 ２目医業費、この科目につきましては医療業務に携わります所長を初め医師、技師、看

護師等の人件費及び医薬材料、医療機器の保守業務委託料、医療機器の賃借料などでござ

います。18節備品購入費につきましては、成果報告書38ページに記載のとおりでございま

す。 

 ３款１項公債費、１目元金及び５ページの２目利子につきましては、町立診療所建設事

業債の償還元金及び償還利子でございます。 

 ５ページをお開きください。３款１項１目予備費、執行いたしておりません。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 歳入の扱いについてお伺いをしたいと思いますが、この特別会計は浦幌町の

普通会計の中の特別会計ということで、特別会計の扱いというのは経済行為をやればほと

んどの場合特別会計なのかなというふうに理解をしております。しかし、診療所会計の歳

入部分で、歳入は繰入金が一番先にきて、そのほか繰越金と診療報酬、事業収入しか載っ

ていない、こういう状況です。このことについては、総務課長なり、副町長、町長段階の
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答弁いただきたいと思うのですが、私診療所建てたときの補助金がどれだけあって建てら

れたかちょっと把握していませんが、今年間7,200万ずつ元金償還している。これ多分交付

金事業だと思うのです。７割交付金だったら、ほぼ5,000万は交付金出ていると。全然載ら

ないからわからないです。それから、診療所、20床以上の病院と違いまして診療所はベッ

ドに対して今まで交付税措置の算定されていませんから、診療所あることにより710万円、

私の把握では710万円が診療所の交付金算定として収入として入っている。これはみんな一

般会計に入れてしまって、何ぼ入ったか全然私たちは審議すらできない。診療所の項目に

一つも入っていません。このことに非常に私は以前から変だな、変だなというふうに思っ

ているのですが、全然性質違いますけれども、ほかの会計と対比しますと介護でも、それ

から国保でも道拠出金だとか交付金だとかいろんなもの全部載せます。冒頭申し上げたこ

れは町自体の普通会計の中の特別会計だということで、交付税はみんな一般会計に行って

しまう。そして、足りない分はどんと基金からの繰入金ということで、こういうふうにな

っているわけです。この辺の考え方をちょっと伺いたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 町立診療所の特別会計の繰入金の関係でございますが、これについては

先ほど杉江議員がおっしゃるように１診療所当たり710万円、それから平成20年度から１病

床当たり24万1,000円で、19床ですから約458万円、これらが交付税措置されることになっ

ております。また、あわせて公債費についても償還金の７割が交付税措置されますので、

その差額等も当然収支計算からは抜かなければならないのかなというふうに思っておりま

す。しかしながら、町立診療所会計につきましては、他会計、例えば国保会計あるいは介

護保険会計とは別に、そういう医療会計の中でも国から負担金、補助金、交付金という形

でそれぞれの名目で出ております。これについては、あくまでもその会計についての歳入

扱いになりますが、町立診療所会計については今申し上げたように交付税措置ということ

になっております。ですから、今交付税措置の中では先ほど申し上げた金額も含まれてお

りますが、その金額イコール当然診療所会計で使わなければならないのですが、この交付

税というものからいいますとあくまでも全額その会計に入れて使えということではありま

せん。これは、町全体の会計の中でそれぞれやりくりしてやらなければならないという性

質のものでありまして、あくまでも交付税措置されたので、交付税というのは浦幌町に対

してですから、この特別会計という形の部分も入っていますけれども、町全体に交付され

ていますので、それはあくまでも町立診療所会計に全額入れなければならないという考え

のもとでもありません。ただ、これは特別会計、実際問題赤字会計になっておりますので、

その辺もよく今後吟味して、そういうのを差し引いて、極力交付税措置されたものについ

ては計上するようにしたいなというふうには考えておりますので、ご理解願いたいと思い

ます。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 
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〇杉江議員 今課長の説明では、私の質問を受けての前向きな答弁なのかなと思いますけ

れども、少なくとも普通会計の中での特別会計ですから、今課長の答弁あったように一般

会計に交付税として入ったものは一般会計でいいのだよ、それはわかります。しかし、そ

ういうことにごちゃまぜにならないために経済行為をやっている部門については特別会計

設けているのだということを考えれば、当然先ほど私申し上げましたように別途に歳入あ

るものは分けて計上すれば、診療所会計がどんな形で何が足りないのかということもっと

はっきりするわけです。今年間大体１億2,000万ぐらい一般会計から繰り入れしていますけ

れども、これが例えば交付税７割あったとしたら7,200万のうち5,000万ぐらいは交付税入

る。それから、先ほど申し上げたように710万円の診療所に対する交付税も来ている。それ

から、先ほど説明ありましたように20年度から、皆さんもご承知だと思いますが、大きな

病院が赤字経営だと、規模縮小して経営改善しようと思っても19床以下の診療所にはベッ

ド数の補てんがないということで、国が20年度から１床につき24万1,000円措置したと、こ

れも交付税措置です。ですから、浦幌も一千百何十万かに20年度はなると思うのですが、

そういうものをきちっと診療所会計で計上してすれば、一般会計から１億2,000万も繰り入

れたよというようなことにはならない。特にもう残債１億9,000万ぐらい、２億弱ですから、

３年もすれば終わっていく。そうしたときに非常に事業会計が収支が近寄って、見てもよ

くわかる。今まで１億2,000万も一般会計から繰り入れたの何だったのというふうなことに

ならないように、早くそういう措置をしていったほうが我々も非常に内容わかりやすい、

私はそう思っているのです。課長の答弁で精査していく旨の発言ありましたけれども、こ

のことについてやっぱり副町長、町長の考え方も、重要な問題です。しっかりとわかりや

すく改善していくことはやぶさかでないと思いますので、どうなのかなというふうに思い

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 杉江議員がおっしゃるように交付税措置等で返ってきている部分があると

いうことについては先ほど課長が答弁したとおりでありまして、ただ診療所会計の中でど

のように具体的にわかりやすくあらわすかという部分についてですけれども、交付税につ

いてはあくまでも一般会計に入ってくるということでありまして、それで方法論としてわ

かりやすくするとすれば一般会計繰入金という項目があるわけですけれども、これを例え

ば交付税措置された部分とそれ以外というふうに分けるというような２段書きにすると

か、そういうような方法が考えられるのかなということでありまして、それについては今

後そういった方法論も含めて考えていきたいなというふうに思っております。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 長い間こういう問題気がつかないというか、これでよしとしてきた面がある

と思うのです。私も５年目で、変だなと思いながら、こういう質問するきっかけがなかっ

たと。それは、何がきっかけかと申しましたら、さっき説明しましたけれども、病院を診
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療所に小規模にしたときに国の交付税措置が減ると、そういう中でこれは困ったことだと

いうことで国が対応したということのニュースを見て、こういうことがあったのだという

ことで、あくまでもベッドなり、診療所なりに支給されているお金はきちっと明示して、

そこに配分すべきだろうという考え方であります。国も交付税、先ほどから言われました

一般交付税、普通交付税部分ですけれども、地方に配分したものは自由に使っていいよと

いう考え方をどんどん進めようとしています、国も。しかし、こういう特別会計持ってい

る以上は、ぜひわかりやすいような会計処理するということが望ましいと思いますので、

十分この後も検討されて、そういう対応していただけたらと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 これは決算でありますから、皆さんにわかりやすい決算認定をしていただく

ということは一番肝心だろうというふうに思っています。そういう意味では、わかりやす

い決算書を出すということが前提であります。ただ、一般会計の中に一回入れなければな

らないということがあります。特別会計で直接受けることができないという歳入でありま

すから、分けるとすれば款として載せることはできません。そういうことでは節で分けて

いくということになると思います。そういうやり方がどのようにしたら、では決算書のつ

くり方はどうすればいいのかということも今後検討していかなければならないということ

でありまして、一般会計の中で一回受けてからやるということでありますので、その辺は

理解していただきたい。要するに特別会計に直接受けることができないということであり

ますので、その点も理解をしていただきたい。ただ、今後決算書のつくり方については、

またいろいろ検討していきたいというふうに思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第７号を採決いたします。 

 認定第７号について、原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、認定第７号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 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。 
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 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時０７分  休憩 

午前１１時２０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第１０ 認定第８号 

〇田村議長 日程第10、認定第８号 平成19年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算

認定についてを議題にいたします。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 認定第８号 平成19年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて。 

 平成19年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算について、別紙のとおり議会の認定

を求める。 

 平成20年９月５日提出、浦幌町長。 

 別冊の決算書をごらんください。平成19年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額４億3,854万4,643円、２、歳出総額４億3,605万

5,092円、３、歳入歳出差引額248万9,551円、５、実質収支額248万9,551円。 

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

内容及び事業効果につきましては、説明資料40ページに記載のとおりでございます。 

 １ページ目、２ページ目の平成19年度公共下水道特別会計歳入歳出決算書は省略させて

いただきます。 

 ３ページ目をお開きください。平成19年度公共下水道特別歳入歳出決算事項別明細書、

歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目公共下水道費分担金につきましては、特

に説明する内容はございません。 

 ２項負担金、１目公共下水道費負担金、１節公共下水道受益者負担金の収入未済額１万

7,600円につきましては、１件、１人分でございます。２節滞納繰越分、収入未済額42万

1,660円につきましては、３件、２人分でございます。３節工事負担金につきましては、一

般国道38号線盛り土防災工事に伴う下水道管移設補償費分でございます。 

 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、１節現年度分、収入未済

額22万5,394円につきましては、92件、39人分でございます。２節滞納繰越分、収入未済額

５万2,582円につきましては、30件、７人分でございます。また、不納欠損額１万3,860円

につきましては、２件、２人分でございます。 

 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、この科目につきましては
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公共下水道事業における国庫補助金で、内容は浦幌終末処理場脱水機増設工事でございま

す。 

 ４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、この科目につきましては水洗

便所等資金貸付金における預託金利子でございます。 

 ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、この科目につきましては一般会

計からの繰入金でございます。 

 ６款繰越金から７款諸収入までは特に説明する内容はございません。 

 ８款１項町債、１目公共下水道債、この科目につきましては整備に関する事業債でござ

います。 

 次のページをお開きください。歳出、１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公共下水道にかかわる一般管理費の内容でございます。14節使用

料及び賃借料につきましては、説明資料41ページに記載のとおりでございます。 

 ２目普及推進費、この科目につきましては水洗化に向けての普及推進にかかわる経費の

内容でございます。特に説明する内容はございません。 

 ２項施設管理費、１目管渠管理費、この科目につきましては汚水管渠の維持管理にかか

わ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41ページに記載のと

おりでございます。 

 ２目処理場管理費、この科目につきましては処理場の維持管理にかかわる経費の内容で

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41ページに記載のと

おりでございます。 

 ２款事業費、１項１目下水道建設費、この科目につきましては下水道建設費にかかわる

内容でございます。15節工事請負費につきましては、説明資料41ページに記載のとおりで

ございます。 

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

 ２目利子、この科目につきましては長期債償還金利子でございます。 

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

ております。 

 以上でご説明を終了させていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第８号を採決いたします。 

 認定第８号について、原案のとおり認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） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、認定第８号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１１ 認定第９号 

〇田村議長 日程第11、認定第９号 平成19年度浦幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決

算認定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 認定第９号 平成19年度浦幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算認定

について。 

 平成19年度浦幌町個別排水処理特別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20年９月５日提出、浦幌町長。 

別冊の決算書をごらんください。平成19年度浦幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算

書。 

実質収支に関する調書、１、歳入総額4,476万7,085円、２、歳出総額4,365万4,752円、

３、歳入歳出差引額111万2,333円、５、実質収支額111万2,333円。 

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

主な内容及び事業効果につきましては、説明資料42ページに記載のとおりでございます。 

 １ページ目、２ページ目の平成19年度個別排水処理特別会計歳入歳出決算書は省略させ

ていただきます。 

 ３ページ目をごらんください。平成19年度個別排水処理特別会計歳入歳出決算書事項別

明細書、歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目個別排水処理分担金、この科目

につきましては特に説明の内容はございません。 

 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、この科目につきまして

は現年度分163基の使用料分でございます。 

 ３款財産収入から６款諸収入、１項１目貸付金元利収入までは特に説明する内容はござ

いません。 

 ２項１目雑入、この科目につきましては消費税及び地方消費税にかかわる還付金でござ

います。 

 ７款１項町債、１目個別排水処理施設整備事業債、この科目につきましては施設整備に

関する事業債でございます。 

 次のページをお開きください。歳出、１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個別排水処理施設にかかわる一般会計の内容でございます。14節

使用料及び賃借料につきましては、説明資料43ページに記載のとおりでございます。 
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 ２目普及推進費、この科目につきましては水洗化に向けての普及推進にかかわる経費の

内容でございます。19年度は７戸が水洗化となっております。19節負担金、補助及び交付

金における排水設備改造補助金の交付は５件でございました。 

 ２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費、この科目につきましては合併処理浄化

槽の施設の維持管理にかかわ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43ページに記載のとおりでございます。 

 ２款事業費、１項１目個別排水処理施設建設費、この科目につきましては合併処理浄化

槽の建設にかかわる内容でございます。15節工事請負費につきましては、説明資料43ペー

ジに記載のとおりでございます。 

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

２目利子、この科目につきましては長期債償還利子でございます。 

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

ております。 

 以上で説明を終了させていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第９号を採決いたします。 

 認定第９号について、原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、認定第９号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１２ 認定第１０号 

〇田村議長 日程第12、認定第10号 平成19年度浦幌町簡易水道特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 認定第10号 平成19年度浦幌町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につ

いて。 

 平成19年度浦幌町簡易水道特別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20年９月５日提出、浦幌町長。 



 － 26 － 

 別冊の決算書をごらんください。平成19年度浦幌町簡易水道特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額３億4,115万7,848円、２、歳出総額３億3,873万

8,710円、３、歳入歳出差引額241万9,138円、５、実質収支額241万9,138円。 

 この会計は、浦幌町簡易水道施設の建設及び維持管理をする特別会計でございます。主

な内容及び事業効果につきましては、説明資料44ページに記載のとおりでございます。 

 １ページ目、２ページ目の平成19年度簡易水道特別会計歳入歳出決算書は省略させてい

ただきます。 

 ３ページ目をごらんください。平成19年度簡易水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書、

歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目簡易水道費負担金、この科目につきまし

ては水道管移設に伴う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、１節現年度分、収入未済額64万

5,765円につきましては、135件、56人分でございます。２節滞納繰越分、収入未済額87万

8,140円につきましては、181件、17人分でございます。 

 ２項手数料、１目簡易水道手数料、この科目につきましては新設13件、改造２件の内容

でございます。 

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

は厚内簡易水道石綿セメント管更新工事にかかわる国庫補助金でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、この科目につきましては一般会

計からの繰入金でございます。 

 ５款１項１目繰越金から６款諸収入、１項１目雑入、この科目につきましては特に説明

する内容はございません。 

 ２目釧路産炭地域基盤整備事業補助金、この科目につきましては浦幌町簡易水道施設機

器類更新工事にかかわる補助金でございます。 

 ７款１項町債、１目簡易水道事業債、この科目につきましては整備に関する事業債でご

ざいます。 

 次のページをお開きください。歳出、１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簡易水道事業にかかわる人件費などの一般管理費の内容でござい

ます。14節使用料及び賃借料につきましては、説明資料45ページに記載のとおりでござい

ます。 

 ２目施設管理費、この科目につきましては簡易水道施設６カ所における維持管理にかか

わる経費の内容でございます。11節需用費、13節委託料、18節備品購入費につきましては、

説明資料45ページに記載のとおりでございます。ここで15節工事請負費の説明資料におき

まして、説明資料46ページ最終行の浦幌町簡易水道施設機器類更新工事が誤って２款１項

事業費、１目給水事業費の中に記載されておりますが、この科目における事業内容となり

ますので、訂正方よろしくお願いいたします。15節の工事請負費の関係なのですけれども、

46ページの一番最終行、一番下の欄なのですけれども、行なのですけれども、ここに浦幌
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町簡易水道施設機器類更新工事と記載されているのですけれども、この分については今の

施設管理費の15節の工事請負費の中の内容となっていますので、ご訂正よろしくお願いい

たします。 

 ２款１項事業費、１目給水事業費、この科目につきましては給水にかかわる浄水器取り

かえ工事などに関する経費の内容でございます。15節工事請負費につきましては、説明資

料45から46ページに記載のとおりでございます。 

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

 ２目利子、この科目につきましては長期債償還金利子でございます。 

 ４款諸支出金から５款予備費、この科目につきましては実施しておりませんので、不用

額となっております。 

 以上で説明を終了させていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第10号を採決いたします。 

 認定第10号について、原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、認定第10号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１３ 選挙第１号 

〇田村議長 日程第13、選挙第１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。 

 本件は、町村議会議員の区分において候補者が選挙の定数１人を超える２人となり、選

挙が行われることになったものです。当選人は、北海道後期高齢者広域連合規約第８条の

規定により、すべての町村議会の選挙における投票総数により決定することになります。

したがって、会議規則第33条の規定にかかわらず、選挙の結果は有効投票のうち候補者の

得票数までを報告し、当選人の報告及び当選人への告知はいたしません。 

 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） 

〇田村議長 ただいまの出席議員は13名です。 



 － 28 － 

 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、立会人を12番、岡田愛啓議員、３番、福原仁子議

員を指名いたします。 

 投票用紙を配ります。 

（投票用紙配付） 

〇田村議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

（投票箱の点検） 

〇田村議長 異状なしと認めます。 

 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。配付しております候補者名簿より投

票用紙に被選挙人の氏名を記載し、議席の順に従い、１番、中尾光昭議員より順次投票を

願います。 

（投 票） 

〇田村議長 投票漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 投票漏れなしと認めます。 

 これで投票を終わります。 

 開票を行います。立会人は開票の立ち会いをお願いいたします。 

（開 票） 

〇田村議長 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合しております。 

 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、松井宏志候補、12票、渡辺正治候補、１票、以上のとおりです。 

 開票の結果は、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報告いたします。

また、選挙結果については、通知があり次第お知らせいたします。 

 これで選挙第１号を終わります。 

 議場の出入り口を開きます。 

（議場開鎖） 

〇田村議長 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、暫時休憩いたします。 
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午前１１時５０分  休憩 

午後 １時００分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第１４ 諮問第１号 

〇田村議長 日程第14、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

についてを議題といたします。 

説明を求めます。 

 町長。 

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

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

規定により、議会の意見を求める。 

 平成20年９月５日提出、浦幌町長。 

 出口和枝氏を人権擁護委員の適格者として選任をいたしたいとするものであります。 

なお、人権擁護委員の任期につきましては３年でございますので、どうぞよろしくお願

いを申し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 ただいま議題となっております諮問第１号は、出口和枝氏を人権擁護委員候補者として

推薦したいと意見を求めるものであります。 

これより質疑、討論を省略し、採決をいたします。 

 この採決は、起立により行います。 

出口和枝氏を人権擁護委員候補者として推薦することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立多数であります。 

 よって、諮問第１号は出口和枝氏を人権擁護委員候補者として適任であることを決定い

たしました。 

 

    ◎日程第１５ 同意第２号 

〇田村議長 日程第15、同意第２号 浦幌町教育委員会委員の任命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。 

〇水澤町長 同意第２号 浦幌町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て。 
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 浦幌町教育委員会委員山本盛は、平成20年９月30日をもって任期満了となるので、浦幌

町教育委員会委員に次の者を任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第４条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

平成20年９月５日提出、浦幌町長。 

氏名、年齢、住所、職業、略歴につきましては、記以下に記載をさせていただいており

ますけれども、山本盛氏につきましては人格、識見ともにしっかりした方でありますので、

再任をお願いをしたいとするものであります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、これより質疑、討論を省略し、同意第２号 浦幌

町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決いたします。 

 この採決は、起立により行います。 

 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） 

〇田村議長 起立多数であります。 

 よって、同意第２号は同意することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１６ 発委第８号 

〇田村議長 日程第16、発委第８号 浦幌町議会会議規則の一部改正についてを議題とい

たします。 

 提出者の説明を求めます。 

 杉江議会運営委員長。 

〇杉江議会運営委員長 発委第８号 浦幌町議会会議規則の一部改正について。 

 上記議案を地方自治法第109条の２第５項及び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20年９月18日提出、提出者、浦幌町議会運営委員長。 

裏面をごらんください。浦幌町議会会議規則の一部を改正する規則。 

 条文の説明を省略し、改正理由の説明をいたします。地方自治法、昭和22年法律第67号

の一部を改正する法律、平成20年法律第69号の交付に伴い、法第100条第12項に議会は会議

規則の定めるところにより議案の審査、または議会の運営に関し、協議、または調整を行

うための場を設けることができるの規定が新たに設けられました。このことにより、議会

活動としての全員協議会を会議規則に規定するものです。 

 ご審議よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより発委第８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） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、発委第８号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１７ 発委第９号 

〇田村議長 日程第17、発委第９号 新たな過疎対策法の制定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。 

 阿部総務文教厚生常任委員長。 

〇阿部総務文教厚生常任委員長 発委第９号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書の

提出について。 

 上記議案を、地方自治法第109条第７項及び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20年９月18日、提出者、総務文教厚生常任委員会委員長。 

裏を見てください。全文の朗読を省略し、要旨を述べます。平成22年３月末で失効する

現行の過疎地域自立促進特別措置法を引き続き総合的な過疎対策を充実、強化させるため

にも新たな過疎対策法の制定を要望する意味の意見書であります。 

以上、自治法第99条の規定により、内閣総理大臣ほか関係各大臣へ意見書を提出するも

のです。 

議員各位のご協賛を賜りますようお願い申し上げ、意見書の朗読といたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより発委第９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） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、発委第９号は原案のとおり関係先に提出することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１８ 発委第１０号 
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〇田村議長 日程第18、発委第10号 北海道開発局の存続を求め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。 

 阿部総務文教厚生常任委員長。 

〇阿部総務文教厚生常任委員長 発委第10号 北海道開発局の存続を求める要望意見書の

提出について。 

 上記議案を、地方自治法第109条第７項及び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20年９月18日提出、提出者、総務文教厚生常任委員長。 

全文の朗読を省略し、要旨を述べます。国の出先機関の見直しは、地方分権改革の趣旨

を踏まえ、地方が自立していけるものでなければならない。北海道開発局は、北海道、十

勝の経済に与える影響などの現状を考慮の上、北海道開発の基本的な枠組みや体制を維持

することを要望するものであります。記述が３項あります。 

１．地方分権改革における国の出先機関の見直しに当たっては、単なる財政再建の手段

として行うのではなく、改革の本来の趣旨を踏まえ、地方が自立し、互いに支え合うこと

ができる住民福祉の向上を目的として行うこと。 

２．北海道の開発行政について、地方分権改革後のあり方を事前に明示するなど、我が

国における北海道・十勝の役割などを国策として示し、住民はもとより、自治体や事業者

に不安が生ずることのないようにすること。 

 ３．北海道開発局のあり方については、北海道・十勝の経済に与える影響を初め、社会

基盤整備が遅れている現状等を十分考慮した上で、慎重な改革行程を明示するとともに、

北海道開発法、開発予算の一括計上、補助金等における北海道特例など、当面は北海道開

発の基本的枠組みや体制を維持すること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により、衆参議長ほか内閣総理大臣、各関係大臣へ意見

書を提出するものであります。 

議員各位のご協賛を賜りますようお願い申し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「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。 

 これより発委第10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） 

〇田村議長 挙手多数であります。 
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 よって、発委第10号は原案のとおり関係先に提出することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１９ 発委第１１号 

〇田村議長 日程第19、発委第11号 帯広測候所存続・拡充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。 

 阿部総務文教厚生常任委員長。 

〇阿部総務文教厚生常任委員長 発委第11号 帯広測候所存続・拡充に関する要望意見書

の提出について。 

 上記議案を、地方自治法第109条第７項及び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20年９月18日提出、提出者、総務文教厚生常任委員会委員長。 

全文の朗読を省略し、要旨を述べます。北海道の主な支庁に気象台が設置されています

が、道内６つの連携地域の中で十勝圏域には気象台が設置されていません。広大な面積や

積雪寒冷地などの特殊事情を踏まえ、地域経済の振興、住民の安全、安心の確保、災害時

の危機管理の確保に支障を及ぼすことのないよう帯広測候所の存続、拡充に特段の配慮を

要望するものであります。 

 以上、地方自治法第99条の規定により、国土交通大臣、気象庁長官に意見書を提出する

ものであります。 

議員各位のご協賛を賜りますようお願い申し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「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。 

 これより発委第11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） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、発委第11号は原案のとおり関係先に提出することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第２０ 発委第１２号 

〇田村議長 日程第20、発委第12号 後期高齢者医療制度の抜本的見直しを求める意見書

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。 
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 阿部総務文教厚生常任委員長。 

〇阿部総務文教厚生常任委員長 発委第12号 後期高齢者医療制度の抜本的見直しを求め

る意見書の提出について。 

 上記議案を、地方自治法第109条第７項及び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20年９月18日提出、提出者、総務文教厚生常任委員会委員長。 

全文の朗読を省略し、要旨を述べます。後期高齢者医療制度は、将来にわたり高齢者の

負担をふやし、医療制限を行おうとするもので、医療や行政の現場でも混乱を招いており

ます。35府県の医師会が制度の撤廃、見直しを要求しております。高齢者が安心して医療

を受けられるよう、制度の見直しをするよう要望するものであります。記述２点ございま

す。 

 １．後期高齢者医療制度について、高齢者が安心して医療が受けられる制度になるよう

抜本的に見直すこと。 

２．新たな政策の実施に際しては、十分な期間を確保し説明を行うこと。 

以上、地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣ほか関係大臣へ意見書を提出する

ものであります。 

議員各位のご協賛を賜りますようお願い申し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「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。 

 これより発委第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） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、発委第12号は原案のとおり関係先に提出することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第２１ 発委第１３号 

〇田村議長 日程第21、発委第13号 道路整備に必要な財源の確保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。 

 差間産業建設常任委員長。 

〇差間産業建設常任委員長 発委第13号 道路整備に必要な財源の確保に関する意見書の

提出について。 
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 上記議案を、地方自治法第109条第７項及び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20年９月18日提出、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。 

 北海道は、広大な面積に180の市町村からなる広域分散型社会を形成し、道民の移動や物

資の輸送の大半を自動車交通に依存していることから、道路は道民生活や経済・社会活動

を支える最も重要な社会基盤となっている。 

 政府においては、道路維持財源の来年度からの一般財源化を閣議決定したところである

が、国、地方を通じて極めて厳しい財政状況のもとで、いかに地方の道路整備に必要な財

源が確保されていくのか、非常に危惧されるところである。 

 このような状況を踏まえ、次の事項について強く要望するものである。 

 １．道路特定財源の一般財源化に当たっては、地方が必要とする道路の整備や維持管理

に要する財源の確保を明確にすること。 

 ２．新たな整備計画の策定に当たっては、立ちおくれている高規格幹線道路の整備や安

全で安心な冬期交通の確保など、北海道の実情に十分配慮した道路整備が着実に推進でき

るようにすること。 

 ３．地方の自主性・裁量性を生かし、地域の道路整備のさまざまな課題に対応すること

ができる地方道路整備臨時交付金制度を継続し、さらに拡充を図ること。 

 ４．今年度の暫定税率失効に伴う国道及び地方道の道路整備財源の減少分については、

国の責任において確実に措置すること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものであります。 

この意見書の提出先として、衆参両院議長、内閣総理大臣、各関係大臣に提出する内容

であります。 

議員各位のご協賛を賜りますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより発委第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） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、発委第13号は原案のとおり関係先に提出することに決定をいたしました。 
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    ◎日程第２２ 発委第１４号 

〇田村議長 日程第22、発委第14号 原油価格高騰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。 

 差間産業建設常任委員長。 

〇差間産業建設常任委員長 発委第14号 原油価格高騰に関する要望意見書の提出につい

て。 

 上記議案を、地方自治法第109条第７項及び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20年９月18日提出、提出者、産業建設常任委員会委員長、差間勝男。 

最近の異常な原油価格の高騰は、ガソリンなどの石油製品の大幅な値上げや原材料の高

騰を招き、日本経済に様々な影響を及ぼしています。 

十勝地域においても、灯油、ガソリン、軽油などの石油製品価格や、鋼材、飼料などの

原材料が値上がりを続けており、特に積雪寒冷の厳しい気象条件の下、住民生活にとって

は灯油の安定的な供給と価格の安定が不可欠であり、さらには十勝地域の経済を支える農

林水産業などの活動や中小企業の経営に極めて深刻な影響が生じております。 

つきましては、十勝地域の現状を御理解いただき、次の事項の早期実現について特段の

御高配を賜りますよう強く要望するものであります。 

１点目が農業生産資材（燃油・肥料等）の価格高騰対策の推進、２番目として漁業用燃

油に係る漁業者の負担を軽減する直接的な補てん制度の創設及び水産業燃油高騰緊急対策

事業の充実強化、３点目が林業生産・木材加工コストの上昇に対する支援策の推進、４点

目が家庭用灯油や産業用油種等の安定供給と価格安定対策の推進、５点目が低所得者の安

定した生活の確保、６点目が児童福祉施設、老人福祉施設等における安心な生活の場の確

保、７点目が建設業・中小企業の経営安定化対策、８点目、石油代替エネルギーの普及促

進、９点目が地方公共団体の追加的な財政需要への支援、以上９点を強く要望する意見書

であります。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 平成20年９月18日。 

この意見書の提出先として、衆参両院議長、内閣総理大臣、関係各大臣に提出するもの

であります。 

議員各位のご協賛を賜りますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 



 － 37 － 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより発委第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） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、発委第14号は原案のとおり関係先に提出することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第２３ 発委第１５号 

〇田村議長 日程第23、発委第15号 国営造成農業水利施設等の確実な整備・維持に関す

る意見書の提出についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 差間産業建設常任委員長。 

〇差間産業建設常任委員長 発委第15号 国営造成農業水利施設等の確実な整備・維持に

関する意見書の提出について。 

 上記議案を、地方自治法第109条第７項及び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20年９月18日、提出者、産業建設常任委員長、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。 

 現在、国においては、第二期地方分権改革に向けて、国から地方への権限移譲とそれに

ともなう国の出先機関の縮小・廃止などが検討されております。 

 とりわけ、我が国農地面積の25％を占め食料自給率向上に大きな役割を果たしている北

海道農業が、国民の食料安全保障を確保していく責務を将来とも果たしていくためには、

農地とこれを支える国営土地改良事業で整備される大規模な農業水利施設等を子々孫々に

引き継いでいくことが不可欠である。 

このような内容の要旨といたしまして、国営土地改良事業は、国の責務として今後とも

確保すること。 

２、上記に必要な体制を確保すること。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものであります。 

この意見書の提出先として、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、国土

交通大臣、北海道知事、内閣府地方分権改革推進委員長へ提出する内容であります。 

議員各位のご協賛を賜りますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより発委第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） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、発委第15号は原案のとおり関係先に提出することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第２４ 発議第４号 

〇田村議長 日程第24、発議第４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付のとおり所管事務調査を行

いたい旨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、各委員長より申し出のあった所管事務調査については、各委員会にこの調査を

付託し、議会閉会中の調査をすることに決定をいたしました。 

 

    ◎町長あいさつ 

〇田村議長 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。 

〇水澤町長 議会の閉会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。 

 平成20年第３回定例会に提案をさせていただきました議案67号から議案88号までの

22件、また諮問１件、同意案件１件につきまして可決、決定、同意をいただきました。さ

らに、認定案件の平成19年度の決算認定につきましては一般会計から９特別会計につきま

しても認定をいただきました。まことにありがとうございました。審議の過程で議員の皆

様から多くのご意見、そして提案をいただきました。皆さんのご意見につきましては真摯

に受けとめまして町政に反映させるとともに、町民の皆さんのご理解をいただくようにこ

れからの町政を進めていきたいと考えているところであります。どうぞこれからもよろし

くお願いを申し上げまして、閉会に当たって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。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇田村議長 以上で本定例会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20年第３回浦幌町議会定例会を閉会いたします。 
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閉会 午後 １時４０分 

 


