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平成２２年第１回浦幌町議会定例会（第６号） 

 

平成２２年３月１８日（木曜日） 

開議 午前１０時００分 

閉会 午後 ０時１４分 

 

〇議事日程 

 日程第 １ 議案第３７号 平成２２年度浦幌町介護保険特別会計予算 

 日程第 ２ 議案第３８号 平成２２年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算 

 日程第 ３ 議案第３９号 平成２２年度浦幌町公共下水道特別会計予算 

 日程第 ４ 議案第４０号 平成２２年度浦幌町個別排水処理特別会計予算 

 日程第 ５ 議案第４１号 平成２２年度浦幌町簡易水道特別会計予算 

 日程第 ６ 諸般の報告（議長） 

 日程第 ７ 行政報告（町長） 

 日程第 ８ 議案第４２号 平成２１年度浦幌町老人保健特別会計補正予算 

 日程第 ９ 議案第１８号 工事請負契約の締結について 

（浦幌中学校校舎改築主体工事） 

 日程第１０ 議案第１９号 工事請負契約の締結について 

（浦幌中学校校舎改築暖房給排水衛生工事） 

 日程第１１ 議案第２０号 工事請負契約の締結について 

（浦幌中学校校舎改築電気工事） 

 日程第１２ 同意第 １号 浦幌町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第１３ 発委第 １号 「協同労働の協同組合法（仮称）」の速やかな制定を求める 

意見書の提出について 

 日程第１４ 発議第 １号 議員の派遣について 

 日程第１５ 発議第 ２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 
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〇欠席議員（０名） 

 

〇出席説明員 

    特 別 職 

     町    長   水  澤  一  廣 

     副  町  長   門  馬  孝  敬 

 

    町 部 局 

     総 務 課 長   上  村  健  二 
 
          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   広  瀬  明  教 

          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   永  澤  厚  志 

          診療所事務長      菅  原     敏 

          財 政 係 長      獅 子 原  将  文 

 

    教育委員会 

     教育委員長   岡  崎  浩  明 

          教  育  長      久  門  好  行 

     教 育 次 長   亀  山     昇 

 

    農業委員会 

          事 務 局 長      河  村  七五三喜 

 

    監 査 委 員 

     代表監査委員   石  丸  晴  朗 

 

    浦幌消防署 

     署    長   横  田  孝  志 

 

〇出席議会事務局職員 

     局    長   泉        初 
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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。 

 議事については、配付しております日程表により進めますので、よろしくお願いをいた

します。 

 

    ◎日程第１ 議案第３７号 

〇田村議長 日程第１、議案第37号 平成22年度浦幌町介護保険特別会計予算を議題とい

たします。 

 昨日に引き続き審議を続けます。 

 ５番、杉江博議員の質問に答弁を願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 まず、昨日の質問に対して答弁調整のため議会にご迷惑をおかけし

ましたこと、まことにおわびさせていただきます。申しわけありませんでした。 

 杉江議員の質問にあります簡易検査の件でございますけれども、平成20年度当初特定健

診等の未受診者対策として地域に出向いて特定健診の必要性の説明とあわせて、血圧測定、

簡易血液検査の受診を計画したところが、実施方法の原因等による肝炎の可能性があると

いうことが社会問題になったということから、実施について計画を取りやめて、現在に至

っております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 中止して、現在に至っているということは、検査を再開できていないという

ことでいいですね。実は、そのことがまた再開して血糖検査が実施できていれば、簡易健

診が進めば、健診率が非常に上がっていくなと、簡単に進むなと、そういう思いがありま

してお聞きしたわけですが、ご承知だと思いますが、脳疾患といいますか、それで倒れら

れた方の後の状況を見ますと、大半が介護３以上になるという報告を受けている中で、介

護３以上になると介護費が１人260万からかかるというふうに聞いております。そうする

と、４人いると1,000万かかると、こういうことですから、できるだけ特定健診を早くやっ

て、簡単に言えば４名の疾患で倒れる方を阻止すれば1,000万倹約になる。そのほかに医療

費も倹約になる。そういうことだと思うのです。ですから、できるだけこの仕事を町民に

たくさんわかっていただいて、普及というか、健診率を上げていただきたい。そのために

は、結構地域では健診率65％になって後期高齢者の負担金１割減るよということを知らな

いのです。そんな話だったのかと、実際地域に帰ったらそうなのですよ。お年寄りは意外

といろんなところでこういう話聞かされて、お年寄りのほうがわかっているかもしれませ

ん。しかし、一番大事な50代、60代の方が意外と知らないです。ですから、いろんなパン
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フレット、リーフレットといいますか、回っていますね、カラー刷りの回っていると思う

のです。しかし、それでもそんなのあったかというのが現状ですから、小まめに普及、健

診率上げるために普及のために広報やらパンフレットをいろいろ使って、これを実施する

ことによって先ほども申し上げましたように介護保険５億1,000万達しているのです。21年

も補正で５億1,000万までいってしまっています。ですから、このことがいろんなことの倹

約するより、こういう予防医療ですか、を進めることによって町の負担も少なくなる。そ

れから、町民のみんなの保険料も安くなるぐらいの健診をやって予防医療に努めていただ

きたいなという思いがあるわけです。この辺の普及のための方策としてどんなことを考え

られているか、伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 未受診者対策といたしまして、現在は20年度から引き続き地域に出

向いての健康教育、あと各種団体に出向いての健康教育を引き続き実施をしておりますし、

また今年度につきましては以前に特定健診を受けた方でまだ21年度受診していない方に対

しては個別のはがきでの勧奨、または電話等による受診の働きかけ、そういうふうなこと

をやっておりますし、血液検査の部分につきましては肺がん検診のときに、まだ特定健診

を受けていない方に対して肺がん検診を利用して血液検査を受けるよう呼びかけをしてお

ります。そういうふうなことを今後も引き続き実施をしていきたいというふうに思ってお

りますし、また簡易血液検査の部分につきましては病院の医師との連携というふうなこと

も課題になってきておりますので、そこの部分につきましては町立診療所の医師のほうと

協議をしながら、取り入れていける方向で調整をしていきたいというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

〇田村議長 11番、岸田議員。 

〇岸田議員 私は、予防介護について、ただいまの杉江議員の質問と多少かかわってくる

わけですけれども、お尋ねしたいと思います。町において老人福祉計画、介護保険事業計

画、それぞれ作成をされて、実施中でありますけれども、１つは老人福祉計画についての

進捗状況と、それからもう一点は介護保険事業計画の進捗状況についてお尋ねしたいと思

います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 介護保険の計画の進捗状況ということでございますけれども、介護

保険の部分につきましては要支援から介護５の区分に分けまして、それぞれプランを立て

て計画をしているところですけれども、今それぞれ老人福祉施設等の利用も含めサービス

を受けておりますが、大ざっぱな状況といたしましては、介護保険の計画に大体準拠する

ような形で対応しているというふうに認識をしているところでございます。老人福祉計画
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につきましては、介護保険の上位の計画というふうなことになると思いますが、そこの部

分につきましても介護保険の部分につきまして計画に沿った、大まかに沿った部分で推移

しているというふうに認識しておりますので、老人福祉計画の部分につきましてもそのよ

うに認識をしているところでございます。 

〇田村議長 11番、岸田議員。 

〇岸田議員 それでは、もう一点、浦幌町特定健康診査等実施計画、これは平成20年から

平成24年度の５カ年計画で実施中でありますけれども、この計画についてはどうでしょう

か。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 特定健診の受診率ということでよろしかったでしょうか。平成19年

度の受診の部分につきましては437名で25.6％の受診ということですが、平成20年度につき

ましては受診者数が559名で34.4％、あと本年度の部分についてはまだ途中でございますけ

れども、543名、32.5％が３月の８日現在受診をしております。今月の部分がまだ集計され

ておりませんので、今の予想といたしましては平成20年度に近い健診率になるかなという

ふうに予想しているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 11番、岸田議員。 

〇岸田議員 いろいろな計画を立てているのですけれども、必ずしも計画どおり進んでい

ないという状況にあると思いますし、ある老人総合研究所で国民生活の基礎調査に基づい

た報告がありました。これによりますと、高齢による衰弱、転倒、骨折、関節疾患、認知

症を老齢症候群という一つの分類にして、いつまでも元気に暮らすためにはこの老齢症候

群の予防がキーワードになるという考えを発表しておりますし、また提言をしております。

つまり要介護の危険は年齢とともに高まっていくことと、要介護状態の原因となる病気の

予防に加えて、この老齢症候群の予防が必要であるということをまず知ることであり、ま

た我が町においては町民に周知徹底を図っていくことが非常に大事であるというふうに考

えます。そういうことで、きのうも同僚議員のほうからボランティアでもってふまねっと

などに取り組んでいると、だけれどもなかなか思うように取り組まれていないような状況

も出されておりまして、特に会場等の問題についても非常に苦慮しているということが明

らかになったわけですけれども、この点についていま一度何か考えがあったらお示しして

いただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 昨日も答弁をさせていただきましたけれども、保健福祉課において

いきいき元気教室を実施、介護予防というふうな形で機能の維持と口腔機能の維持という

ふうなことでのいきいき元気教室を週１回実施しておりますので、町としては今の段階で
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はいきいき元気教室の実施のほうに力を入れていきたいというふうに考えているところで

す。また、ふまねっとの部分につきましては、会場等の部分につきましては昨日も町長が

答弁したように保健福祉センターのところを利用していただくことについては可能だろう

というふうに思っておりますので、そちらの施設のほうの利用については申し出をしてい

ただければというふうに思っております。 

〇田村議長 11番、岸田議員。 

〇岸田議員 町内においては、いろいろな施設があります。その中で特に総合スポーツセ

ンターについては、非常に大きな施設であります。こういうところも活用してはどうかな

と私なりに考えたわけですけれども、スポーツセンターを使う場合は入場料として１人

200円ですか、200円を支払うと自由にあいているところを使えると。１つは、健康づくり

の運動器具なんかも自由に使うことができますし、ただ日曜日が閉館日になっているわけ

です、総合スポーツセンターは。そういうことで、団体につきましては貸し切りという形

で試合なんか行われておる。そこに一町民の方が行って、では私もちょっと健康器具を使

いたいと言っても、個人の方はだめですよと、これはあくまでも団体に貸しているのです

よということで利用できないのだということが最近聞かれるわけですけれども、こうした

スポーツセンター等も大いに活用すると。スポーツセンターもいろんな部屋がありまして、

必ずしも全部の部屋が埋まってしまっているということはそんなにないと思うのですけれ

ども、日曜日を休館日でなくして、日曜日を開館して、以前にとられたように逆に月曜日

を休館日にしてはどうなのかということも考えられるわけなのですけれども、そうしたス

ポーツセンターの運用も考えて、より町内にある施設を町民に有効に活用してもらうのだ

というような取り組みも考えてみてはどうかと思うのですけれども、その辺についてはい

かがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 総合スポーツセンターの休館日のお尋ねでございますが、これは平成

18年ですか、条例改正によりまして休館日を月曜日から日曜日に変更したということでご

ざいます。それで、今お尋ねの件につきましては、当時日曜日に利用する団体が少ないと

いうことから、日曜日を休館日にしたということでございます。それで、月曜日から土曜

日まで、団体に夜間団体利用させております。それで、その中で、現在の団体利用の状況

からいって、これは月曜日の団体を例えば日曜日にというふうな形になろうかと思います。

利用団体の中で調整して、日曜日でもいいですよということがなければ、非常にそこで休

館日を動かすということは難しいというふうに思います。それで、働いている方が、夜間

使う方というのは大体大人の働いている方というふうな形が多いものですから、どうして

も土日という、土曜日もやってはおりますけれども、日曜日の夜間についてはそういう団

体の利用が希望団体が少ないということでございます。それで、当時そのように改正した

というふうに思っております。それと、日曜日に団体で大会等を行っているのは、開館し
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ている週の約半分ぐらいが利用されているというふうなことでも伺ってはおります。ただ、

そこで個人の方はどうしても断らざるを得ないと、貸し切り使用のみということで特例的

にあけているというふうな状況なものですから、ご希望があった場合には個人の方につい

てはお断り申し上げているという状況は承知しております。何とか月曜日を休館日にとい

うことのためには、利用団体との調整が必要であるということでございます。 

〇田村議長 11番、岸田議員。 

〇岸田議員 今次長のほうから説明があったように、休館日を変えるにはそれなりの準備

期間が必要になってくるということはわかりました。私は、何人かの方からこの件につい

て、やはり日曜日を活用できるようにしてほしいなということを聞いております。十勝全

体でこうした施設の休館日を調べたら、上士幌町ですか、と浦幌が日曜日が休館日になっ

ているということで、あとのところは大体月曜日が休館日になっているようです。それは、

それぞれの町村の実態があってそういうふうにして運営しているわけなのですけれども、

それとスポーツセンターが管理者制度になっているわけですけれども、この辺の実態につ

いて、一番利用者と接しております管理者制度ですから、管理者のほうとも相談をされて、

今後の運営について町民のそうした要望等も踏まえて判断をしていただきたいと思います

けれども、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 指定管理者のほうとももちろん調整が、もしそういうふうな住民の要望

を受けて変更しようとするときには指定管理者とも協議はしなければならないわけです

が、平成20年度から22年度でこの指定管理者制度は１回目が終わるわけです。そういう中

で、平成23年度以降の中でそういうことが可能なのかどうか、今後指定管理者と十分協議

した中で、また条例改正も伴ってまいります。もし変更するということになれば、それは

議会のほうにもお諮りしながら検討してまいりたいというふうに思っております。 

〇田村議長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 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。 

 これより議案第37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、議案第37号は原案のとおり可決されました。 
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    ◎日程第２ 議案第３８号 

〇田村議長 日程第２、議案第38号 平成22年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算を議

題といたします。 

 説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 議案第38号 平成22年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算。 

 平成22年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億8,159万6,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成22年３月８日提出、浦幌町長。 

 この会計につきましては、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。 

 ２ページをお開きください。第１表、歳入歳出予算は省略いたします。 

 ４ページをお開きください。歳入歳出予算事項別明細書、１、総括につきましても省略

いたします。 

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

繰入金１億3,449万4,000円、一般会計からの繰入金でございます。普通交付税、特別交付

税の措置見込額につきましては、説明資料48ページに記載されておりますので、ごらんお

き願います。 

 ２款１項１目繰越金50万円、前年度繰越金でございます。 

 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入１億4,658万円、この科目につきましては診療行為に

伴います診療報酬などの収入科目でございます。説明資料の48ページに記載のとおりでご

ざいます。なお、診療報酬の未収金につきまして昨年度まで３款諸収入の過年度収入で受

けておりましたが、本目の７節に診療報酬収入滞納繰越分として新たに節を追加して、明

確化を図っております。 

２項１目雑入１万2,000円。 

 ２目過年度収入１万円。 

 ８ページをお開きください。３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費4,377万

6,000円、この科目につきましては診療所の維持管理、運営にかかわる経費及び事務職員の

人件費でございます。主な増といたしましては、説明資料49ページに記載されております

が、11節需用費の修繕料及び15節工事請負費におきまして診療所正面玄関前のインターロ

ッキング修繕並びに駐車場舗装改修による増でございます。13節委託料につきましては、

説明資料49ページに記載のとおりでございます。 

 ２目医業費１億9,363万4,000円、この科目につきましては診療業務に伴います医療材料、
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医療機器などの経費及び医療業務に従事する職員の人件費でございます。主な増減につき

ましては、人件費の４節共済費における負担率アップに伴います増が312万8,000円、11節

需用費における修繕料でエックス線透視撮影装置修繕ほかで115万1,000円の増、医薬材料

費で180万円の増、13節委託料のＣＴスキャナー更新に伴います保守料ほかで122万6,000円

の減、14節使用料及び賃借料で医療機器の画像読み取り装置システム賃借料等のリース期

間満了による減が216万7,000円の内容でございます。 

 11ページをお開きください。２款１項公債費、１目元金4,346万9,000円、長期債の償還

元金でございます。 

 ２目利子66万7,000円、長期債の償還利子でございます。 

 ３款１項１目予備費５万円、予備費でございます。 

 12ページをお開きください。債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度

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

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込

みに関する調書につきましては、後ほどごらんおきいただきたいと思います。 

 以上で説明を終わります。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。 

 11番、岸田議員。 

〇岸田議員 国民健康保険加入者で診療所の窓口医療費の未払いという実態ありますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 国民健康保険加入者で未払い者がいるかということですよね。おり

ます。 

〇田村議長 11番、岸田議員。 

〇岸田議員 実はこれ国民健康保険にかかわってくるのですけれども、若干幅を広げて、

ご了承願いたいと思いますけれども、最近の情報によりますと、国がこの６月に減免措置

の運用基準を定めるということが報道されております。ということは、経済的に困難な国

民健康保険加入者に対しては減免措置ができるというふうに国民健康保険法でなっている

ようなのです。しかしながら、それぞれの地方自治体でそのことをきちんと運用の基準を

規則等で定めていないと、なかなか実施されていないというのが現状のようです。そうい

うことで、浦幌町においてはその辺の国民健康保険法に基づくところの減免措置について

は、ちょっと私も勉強不足でその辺つかんでいなかったものですから、どのようになって

おりますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

 ご指摘のとおりでございまして、規則の中での整備はしてございません。ただ、軽減措
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置等の部分で法の準用を図ってございますので、今回の国会に提案されております税制全

般にわたっての関係なのですけれども、その改正の案の細かいところまでまだ通知が来て

ございませんので、内容把握はまだすべてはできていないのですけれども、情報的な部分

としてはそういうこともとらえてございますので、これは今後近い直近の議会の中でまた

条例改正等を含めた中でのご提案の中で検討部分をお出しする部分もあろうか思います

し、その辺は整理をさせていただきたいというふうに思ってございます。 

 以上であります。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 全体的に、まず改めて町長のお考えをお聞きをしておきたいというふうに思

っております。こういう地方の町において町立病院というのは、これは地域をつかさどっ

ていく上ではなくてはならないものであるということは言うまでもありませんし、町長も

それは考えは一緒であろうというふうに思っております。ただ、今回も多額の繰り入れを

しながらこの病院を維持していくということ、このことはどこのまちも同じ悩みを持ちな

がら病院を、やはり地域には病院がなくてはならないというような形で維持をしていると

いう現状であります。その中で、しかしこの浦幌町においてもなかなか現実的には厳しい

という部分もあります。その中で、町長は前から医師の２名体制という問題も言われてお

りますが、これもまたなかなか現実的には厳しいという部分。ただ、今せっかく医師も来

ていただきましたが、年齢的なものとか考えたときに、今後の医師の確保というのはどう

していくのかということを、努力しているというだけではなかなか、これは今後のまちづ

くりをしていく上ではこの部分はどうしても避けて通れないという部分もありますので、

今後の病院のあり方、また医師の部分についての考え方、ここを改めていま一度町長の考

えをお聞きしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 浦幌町立診療所における医師の体制の問題については、議会議員の皆さんか

らもいろいろな点でご指摘、またはご指導いただいているところでありますけれども、私

どもとしては本当に、今国の医師不足といいますか、地方に対するお医者さんの確保が大

変難しい状況にあるということはご存じのとおりだろうというふうに思います。そういう

中で浦幌町立診療所、これを維持していくというのは、浦幌町の住民の皆さんにとって本

当に死活問題といいますか、最低限の医療を行っていく現場を維持するということは当然

なくてはならないことだろうというふうに思っているところでありまして、なおかつ今医

者の１人体制、24時間体制を維持していくというのは大変難しい状況にあるということも、

これも現実的な問題であります。 

 ただ、これを私は前から２名体制にぜひしたいというふうに申し上げておりました。２

名体制、ではどういうふうにして医師の確保をしていくのかということでありますけれど

も、前回先生の交代のときも大変難儀をしましたといいますか、難しい面がございました。
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各関係先に要請活動しながら、何とか菅原先生に来ていただいて、今２年目を迎えようと

しているところでありまして、医師の確保については今後とも関係先にいろいろお願いを

し、またいろんな面で手づるを使いながら確保に向けて行っていきたいというふうに考え

ているところであります。今確かなことは言えませんけれども、そういう面では今でもい

ろんな部分でいろんな関係先と連絡調整をとりながら、２名体制に向けて進んでいこうと

いうことで行っているところであります。当然今いる菅原先生ともお話をさせていただき

ながら、今後どのようにこの診療所体制を構築していくのかということについて毎月１回

先生と懇談会を開いて確認をさせていただいているところでありますので、今後ともこの

２名体制を構築していくための手段をいろいろ考えていきたいというふうに考えていま

す。 

 確かに一般会計からの繰り入れが大きくなってきていることも事実でありますけれど

も、幸いなことにといいますか、公債費を見ていただければわかると思いますけれども、

この病院会計の中で公債費が非常に今大きく下がってきているところであります。残高も

この予算書に載っておりますけれども、本当に少なくなってまいりました。ただ、これは

一般会計と同時に国からの交付税措置もあるものですから、この数字がそのまま一般会計

の繰り入れ少なくなるということでは決してございませんけれども、少なくとも今公債費

が減ってきている中で、一般会計の繰り入れにも影響を与えてきているのだろうなという

ふうに思っています。そういう中で、どこまで一般会計の繰り入れが許されるのかと、際

限なく許されるということでは決してないというふうに思っておりますし、どこまで町立

診療所を維持していくための一般財源を考えながら、そして医師体制も、両方といいます

か、両面を見ながら今後ともこの診療所の体制についていろいろ協議をしていきたいなと

いうふうに思っています。いずれにしても、なくてはならない施設でありますので、これ

の維持について今後とも皆さんと協議をさせていただきながら、存続に向けて、存続とい

いますか、存続のあり方に向けて検討してまいりたいというふうに考えておりますので、

ぜひ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 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 町長言われるとおりで、本当にこれは大きな問題でありますし、金銭的なも

のだけではない。ただ、やはりこれは切っても離せない部分もありますので、この辺をよ

く。ただ、今言われるように、町長は前から、前の医師のときから２名体制ということは

ずっと言っているのですが、現実的になかなかそうなっていない。でも、なっていないの

も、またこれもやむを得ないというのでしょうかね、現実を踏まえたときにこれもやむを

得ない。だから、今後を見たときに、そうそう簡単にもう一人が見つかるなんていうこと

はなかなか考えづらいと。そんな中でせっかく来ていただいた今の現医師との中で町立病

院を、お金の面もそうですが、医師がいなければ病院は維持していけないわけですから、

この辺を踏まえたときに町民を巻き込んだ中で、前にもほかのまちで医師が急にいなくな

ったというような問題もありまして、そんな話も私前にさせてもらったことがあったかと
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思いますが、そういうことのないように、町民自体も含めて浦幌町立病院をしっかりと守

っていくためにも、町民こぞってのみんなで守る体制づくりというのですか、そのために

は町民との対話的な部分、町長は前からコンビニ受診とかいろんな問題についてはお願い

しているというようなことも聞いておりますけれども、その辺の徹底というものもしてい

かなければ、今の現状のすぐ２名体制の医師ができない状況の中ではというのは、これは

町長と同じ考えだと思います。その中で町民にも理解していただく努力というもの、これ

が絶対不可欠だというふうに思いますので、この辺の考え方を最後に聞いておきたいと思

います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 まさに中尾議員言われるとおりでありまして、私も常にそのことを申し上げ

ているところでありますけれども、今の１名体制を維持していくというのは、看護師体制

も含めてなかなか難しい面があります。そのためには、まさにコンビニ受診をできるだけ

極力抑えるということは当然でありますし、万が一のときは、緊急のときはやむを得ない

わけでありますけれども、できるだけそういうことのないように町民の皆さんにご理解を

いただきながら、今の菅原先生の体制を何とか維持していきたいということで考えている

ところであります。菅原先生３年契約をしていただいておりますけれども、先ほど申し上

げましたとおり今２年目に入ろうとしています。その中で、いろんな関係先と協議をしな

がら、できるだけ早い時期に２名体制ができるようにいろいろ検討してまいりたいという

ふうに思いますし、町民の皆さんにも本当にできるだけのご理解をいただきたいというふ

うに思っています。私はとにかく、いろんな町立病院の危機的な部分もありましたけれど

も、これをなくしてはならないという最低限の気構えでいきたいなというふうに思ってい

ます。そういう意味では、大変いろんな患者さんの考え方もあろうと思いますし、先生の

考え方もあろうと思います。そういう中で、やっぱり意思疎通を図るということが大切だ

ろうというふうに思いますので、議員の皆さんからもいろんな提言をいただいております

ので、その提言を生かしながら町民の皆さんと医師、また診療所との信頼関係を確保でき

るような体制づくりを今後とも進めてまいりたいというふうに思っておりますので、ご理

解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 ただいまの同僚議員にちょっと関連するわけでございますけれども、菅原先

生というすばらしい先生いる中で、そのほか整形、形成か、ほかの先生方も単発的に見え

られている。また、一方で、ちょっとこの内容についてはわからないのですが、老人ホー

ムに皮膚科の先生が来ているように伺っておりますけれども、そういった先生に町立のほ

うに来ていただく方法というのはとれるのか、とれないのか、そういったことを考えをち

ょっと聞かせていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 当診療所におきましては、菅原所長のほか、隔週で木曜日に整形の

先生に来ていただいております。科目といたしましては整形のみでございまして、ただい

ま二瓶議員からお話のありました老人ホームに皮膚科の先生が来られているということに

つきましては、診療所ではかかわっていない状況下にあります。多分保健福祉課のほうで

の事業だとは思うのですけれども、診療所といたしましては内科、外科、リハビリ等の診

療科目を持っておりますけれども、それ以外の診療科目につきましてもできるだけ診察は

したいというふうには考えているのですけれども、それぞれ専門性があって難しい診療科

目があると。整形につきましても、隔週で２週間に１回、午後からのみの診察なのですけ

れども、非常に希望者が多いという状況下にありますけれども、その辺もやはり医者の確

保等の関係でなかなか難しい状況下にはあります。そういう中で、少しでも多くの診療科

目を持ちたいという気持ちは十分ありますけれども、現状の医師確保の観点から見るとな

かなか難しい問題ではないかと考えております。 

（「答弁調整してください」の声あり） 

〇田村議長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 

 

午前１０時４４分  休憩 

午前１０時４６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。 

 町長。 

〇水澤町長 済みません、時間いただきました。 

 今皮膚科の先生が浦幌町に来ていらっしゃることは来ていらっしゃるのですけれども、

それは帯広のある病院の先生が出張扱いで来ているということでございまして、その先生

が町立病院に入るか否かについては、町立病院に入って診療するということは今の段階で

はできないということでございます。前にその先生に委託して町立に来ていただけないか

というお話も差し上げたのですけれども、その病院では今町立へ入ってそれの委託を受け

ることはできないということで断られた経緯があります。そういう実態であります。 

〇田村議長 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 過去にいろんな難しさがあり、断られたという理由もあったかと思いますけ

れども、今後においてそういった進め方をしていただけるのかどうか、再度確認をさせて

いただきながら、これで答弁をいただいて終わりたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 先ほども申し上げましたけれども、医師体制を２名体制にしたいというふう
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に私は考えています。それでは、２名体制をどういう診療科目にするのかという問題もあ

ろうかというふうに思います。皮膚科なり耳鼻科なり小児科なりと、いろんな診療科目が

あるわけでありますけれども、いろんな診療科目の先生方の中で一般の先生、今いる菅原

先生と、そのほかに違う診療科目を設けるのかどうか、では何の科目を設けるのかという、

そういう選択もあろうかと思いますし、またいずれにしましても先ほどから申し上げまし

ているとおり先生を招聘するということはなかなか難しい部分がありますので、町として

診療科目はこれだというふうに決めて、それではその先生を招聘することができるのかど

うかということ、これまた大変難しい問題があろうかと思いますし、診療科目は何がいい

のかということを特定するのがいいのか、それではなくて幅広く一般の患者さんを受け入

れる先生を２名にするのがいいのかという問題もあろうかというふうに思います。できる

だけ本当は診療科目をたくさんふやして、町民の皆さんを診ていただけるのが一番言いわ

けでありますけれども、それにもおのずから限界があるということだろうと思いますので、

それは来ていただける先生をまず確保するということが先で、その後できれば、その選択

肢があるのであれば、その中でこの診療科目の先生に来ていただきたいというものが可能

であれば、そういうふうにしていきたいなというふうには思っていますけれども、いずれ

にしてもそういう地方に目を向けてくれる先生をまず確保するということが優先順位にあ

ろうかというふうに思いますので、ぜひその辺はご理解をいただきたいというふうに思い

ますし、今来ている皮膚科の先生についてはそういう経緯で断られたということがあると

いうこともご理解いただ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 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第38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、議案第38号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第３ 議案第３９号 

〇田村議長 日程第３、議案第39号 平成22年度浦幌町公共下水道特別会計予算を議題と

いたします。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 
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〇賀下施設課長 議案第39号 平成22年度浦幌町公共下水道特別会計予算。 

 平成22年度浦幌町の公共下水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億3,115万9,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

  （債務負担行為） 

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

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

  （地方債） 

  第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 平成22年３月８日提出、十勝郡浦幌町長。 

 次のページの第１表は省略させていただきます。 

 ４ページをごらんください。第２表、債務負担行為、事項、水洗便所改造等の資金とし

て帯広信用金庫が融資する貸付事業に対する損失補償、期間、平成22年度、限度額50万円。

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

補償、期間、平成22年度、限度額50万円。 

 第３表、地方債、起債の目的、下水道事業、公共下水道事業、限度額2,840万円、起債の

方法、証書借り入れまたは証券発行、利率、年５％以内（ただし、利率見直し方式で借り

入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）、償還の

方法、政府資金または金融機関等の融通条件による。ただし、町財政の都合により据置期

間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利債に借りかえすることができる。 

 次のページの歳入歳出予算事項別明細書の１、総括は省略させていただきます。 

 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。 

 ７ページをごらんください。２、歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目公共

下水道費分担金、本年度予算額1,000円、この科目につきましては吉野処理区における新規

受益者に係る分担金で当初予算では科目での設定となっております。 

 ２項負担金、１目公共下水道費負担金、本年度予算額10万3,000円、１節公共下水道受益

者負担金５万3,000円、２節滞納繰越分５万円でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目公共下水道使用料、本年度予算額6,826万

6,000円、１節現年度分6,821万6,000円、２節滞納繰越分５万円で、説明資料50ページに記

載のとおりでございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道事業費補助金、本年度予算額2,555万円、

この科目につきましては公共下水道事業における社会資本整備総合交付金でございます。 

 ４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額1,000円、この科
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目につきましては水洗便所等資金貸付金のうち帯広信用金庫50万円、浦幌町農業協同組合

50万円に対する預託金利でございます。 

 次のページをごらんください。５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、

本年度予算額２億733万4,000円、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１項１目繰越金、本年度予算額50万円、この科目につきましては前年度繰越金でご

ざいます。 

 ７款諸収入、１項延滞金及び過料、１目延滞金、本年度予算額1,000円。 

 ２目過料、本年度予算額1,000円でございます。 

 ２項１目貸付金元利収入、本年度予算額100万円、この科目につきましては水洗便所等資

金貸付金元利収入で帯広信用金庫50万円、浦幌町農業協同組合50万円の内容でございます。 

 ３項１目雑入、本年度予算額2,000円、この科目につきましては仮払い消費税還付金及び

雑入の内容でございます。 

 ８款１項町債、１目公共下水道事業債、本年度予算額2,840万円、この科目につきまして

は公共下水道事業債の内容でございます。 

 次のページをごらんください。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費、本年度予算額206万9,000円、この科目につきましては公共下水道運営にかかわる経費

の内容でございます。 

 ２目普及推進費、本年度予算額101万4,000円、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。減額の主なものは、21節貸付金で水洗便

所改造等資金として帯広信用金庫50万円、浦幌町農業協同組合50万円の貸し付けの内容で

ございます。 

 ２項施設管理費、１目管渠管理費、本年度予算額398万2,000円、この科目につきまして

は下水道管渠の維持管理にかかわる経費の内容でございます。11節需用費の修繕料、13節

委託料につきましては、説明資料51ページに記載のとおりでございます。 

 ２目処理場管理費、本年度予算額2,739万3,000円、この科目につきましては終末処理場

の維持管理にかかわる経費の内容でございます。増額の主なものは、11節需用費の消耗品

費、13節委託料の管理業務委託料、18節備品購入費で、備品購入費につきましては３トン

ダンプの冬タイヤ及び地デジ対応テレビの購入によるものでございます。減額の主なもの

は、11節需用費の光熱水費でございます。13節委託料につきましては、説明資料51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、本年度予算額6,176万9,000円、この科目につきま

しては公共下水道建設費にかかわる内容でございます。増額の主なものは15節工事請負費、

減額の主なものは11節需用費の消耗品費、12節役務費の通信運搬費、13節委託料でござい

ます。なお、13節委託料、15節工事請負費につきましては、説明資料51ページに記載のと

おりでございます。 
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 ３款１項公債費、１目元金、本年度予算額１億8,371万3,000円、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。減額の主なものは、繰上償還の終了によるものでござ

います。 

 ２目利子、本年度予算額5,116万9,000円、この科目につきましては長期債償還利子でご

ざいます。減額の主なものは、同じく繰上償還の終了によるものでございます。 

 ４款１項１目予備費、本年度予算額５万円、この科目につきましては予備費の内容でご

ざいます。 

 次のページをごらんください。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び

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

在高22億7,668万7,000円、前年度末現在高見込額22億3,356万6,000円、当該年度中起債見

込額2,840万円、当該年度中元金償還見込額１億8,371万3,000円、当該年度末現在高見込額

20億7,825万3,000円。 

 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。 

 これより議案第39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、議案第39号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第４ 議案第４０号 

〇田村議長 日程第４、議案第40号 平成22年度浦幌町個別排水処理特別会計予算を議題

といたします。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 議案第40号 平成22年度浦幌町個別排水処理特別会計予算。 

 平成22年度浦幌町の個別排水処理特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,425万7,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 
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  （債務負担行為） 

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

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

  （地方債） 

  第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 平成22年３月８日提出、十勝郡浦幌町長。 

 次のページの第１表は省略させていただきます。 

 ４ページをごらんください。第２表、債務負担行為、事項、水洗便所改造等の資金とし

て帯広信用金庫が融資する貸付事業に対する損失補償、期間、平成22年度、限度額50万円。

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

補償、期間、平成22年度、限度額100万円。 

 第３表、地方債、起債の目的、下水道事業、個別排水処理施設整備事業、限度額1,460万

円、起債の方法、証書借り入れまたは証券発行、利率、年５％以内（ただし、利率見直し

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

率）、償還の方法、政府資金または金融機関等の融通条件による。ただし、町財政の都合に

より据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利債に借りかえすること

ができる。 

 次のページの歳入歳出予算事項別明細書の１、総括は省略させていただきます。 

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

 ７ページをごらんください。２、歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目個別

排水処理分担金、本年度予算額66万円、この科目につきましては個別排水処理受益者分担

金の内容でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目排水処理施設使用料、本年度予算額944万

5,000円、この科目につきましては排水処理施設使用料の１節現年度分と２節滞納繰越分の

内容で、説明資料52ページに記載のとおりでございます。 

 ３款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額2,000円、この科

目につきましては水洗便所等資金貸付金のうち帯広信用金庫50万円、浦幌町農業協同組合

100万円に対する預託金利子でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額2,774万9,000円、

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、本年度予算額20万円、この科目につきましては前年度繰越金でご

ざいます。 

 次のページをお開きください。６款諸収入、１項１目貸付金元利収入、本年度予算額150万

円、この科目につきましては水洗便所改造等貸付金元利収入で、帯広信用金庫50万円、浦

幌町農業協同組合100万円の内容でございます。 
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 ２項１目雑入、本年度予算額10万1,000円、この科目につきましては仮払い消費税還付金

及び雑入の内容でございます。 

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

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度予算額33万2,000円、

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管理費の内容でございます。 

 ２目普及推進費、本年度予算額202万1,000円、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。減額の主なものは、21節貸付金で水洗便

所改造等資金貸付金については帯広信用金庫50万円、浦幌町農業協同組合100万円の内容で

ございます。19節負担金、補助及び交付金は、説明資料53ページに記載のとおりでござい

ます。 

 ２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費、本年度予算額1,874万8,000円、この科

目につきましては人件費及び合併処理浄化槽等の施設の維持管理にかかわる経費の内容で

ございます。増額の主なものは13節委託料で、説明資料53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、本年度予算額1,600万円、この科目につ

きましては合併処理浄化槽10基の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53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、本年度予算額1,270万6,000円、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、本年度予算額440万円、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、本年度予算額５万円、この科目につきましては予備費の内容でご

ざいます。 

 次のページをごらんください。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び

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

年度末現在高２億4,060万円、前年度末現在高見込額２億4,356万4,000円、当該年度中起債

見込額1,460万円、当該年度中元金償還見込額1,270万6,000円、当該年度末現在高見込額２

億4,545万8,000円。 

 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。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 説明資料のほうなのですけれども、管理件数と設置部分の件数の違いがある

のですが、これどういうことなのか、ちょっと聞かせてください。 

〇田村議長 何ページですか。 

〇阿部議員 説明資料の52ページ。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 施設課長。 

〇賀下施設課長 管理件数が182件で既設置分として今いただいている使用料が178件とい

うことで、この４件の違いですが、まず上浦幌小学校が閉校になるということで、その分

を見込んでいません。それと、浄水場２カ所、浦幌浄水場と幾千世浄水場の分が使用料と

して見込んでいないと、今までもですけれども。それと、長嶺さん、個人名で申しわけな

いですけれども、厚内の方が今入院されていて、夏来られるという状況がありますので、

今のところその分を今回見ていないというところで４件分が違うという内容になっており

ます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第40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、議案第40号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第５ 議案第４１号 

〇田村議長 日程第５、議案第41号 平成22年度浦幌町簡易水道特別会計予算を議題とい

たします。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 議案第41号 平成22年度浦幌町簡易水道特別会計予算。 

 平成22年度浦幌町の簡易水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億9,288万5,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 （地方債） 

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

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

 平成22年３月８日提出、十勝郡浦幌町長。 
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 次のページの第１表は省略させていただきます。 

 ４ページをごらんください。第２表、地方債、起債の目的、簡易水道事業、限度額9,850万

円、起債の方法、証書借り入れまたは証券発行、利率、年５％以内（ただし、利率見直し

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

率）、償還の方法、政府資金または金融機関等の融通条件による。ただし、町財政の都合に

より据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利債に借りかえすること

ができる。 

 次のページの歳入歳出予算事項別明細書の１、総括は省略させていただきます。 

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

ます。 

 ７ページをごらんください。２、歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目簡易

水道費負担金、本年度予算額500万円、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、本年度予算額１億4,699万3,000円、

１節現年度分、２節滞納繰越分の内容でございます。説明資料54ページに記載のとおりで

ございます。 

 ２項手数料、１目簡易水道手数料、本年度予算額７万円、この科目につきましては給水

工事設計審査にかかわる手数料でございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目簡易水道事業費補助金、本年度予算額1,550万円、

この科目につきましては簡易水道事業におけ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、本年度予算額１億2,632万1,000円、

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。 

 次のページをごらんください。５款１項１目繰越金、本年度予算額50万円、この科目に

つきましては前年度繰越金でございます。 

 ６款諸収入、１項１目雑入、本年度予算額1,000円、この科目につきましては雑入の内容

でございます。なお、釧路産炭地域基盤整備補助金は、廃目整理とさせていただくもので

ございます。 

 ７款１項町債、１目簡易水道事業債、本年度予算額9,850万円、この科目につきましては

簡易水道施設整備に関する事業債でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度予算額2,952万1,000円、

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。減額の主なものは、27節公課費の消費税でございます。 

 ２目施設管理費、本年度予算額5,609万5,000円、この科目につきましては簡易水道施設

における維持管理にかかわる経費の内容でございます。増額の主なものは、11節需用費の

消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料、12節役務費の通信運搬費、手数料、14節使用料及

び賃借料の機械借り上げ料、18節備品購入費で貴老路地区営農用水事業で新設された川上
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浄水場の供用開始によるものでございます。また、13節委託料、18節備品購入費につきま

しては、説明資料55ページに記載のとおりでございます。 

 ２款１項事業費、１目給水事業費、本年度予算額１億4,210万3,000円、この科目につき

ましては簡易水道給水施設整備にかかわる建設工事及び給水装置にかかわる量水器取りか

え工事などに関する経費の内容でございます。増額の主なものは、13節委託料、15節工事

請負費、16節原材料費でございます。このうち原材料費につきましては、貴老路地区営農

用水工事の供用開始に当たって、新規給水使用者に対し量水器を新設するものでございま

す。減額の主なものは、19節負担金、補助及び交付金でございます。なお、13節委託料、

15節工事請負費、19節負担金、補助及び交付金につきましては説明資料55ページに記載の

とおりでございますが、ここで説明資料55ページの訂正をお願いいたします。55ページの

一番最後のほうなのですが、19節負担金、補助及び交付金の中で貴老路地区担い手支援型

畑地帯総合整備事業負担金の事業内容ですが、浄水場電気計装設備一式については平成

21年度完了となっておりますので、削除をお願いいたします。また、下浦幌地区担い手支

援型畑地帯総合整備事業負担金の事業内容についても、測量調査設計委託業務一式が平成

21年度完了となっておりますので、削除願って、その追加として配水管延長、Ｌイコール

1,500メートルを追加願います。この誤りにつきましては、大変申しわけなく、ここでおわ

び申し上げます。 

 ３款１項公債費、１目元金、本年度予算額１億1,714万6,000円、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、本年度予算額4,796万9,000円、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款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目過誤納還付金、本年度予算額1,000円、この

科目につきましては還付金の内容でございます。 

 ５款１項１目予備費、本年度予算額５万円、この科目につきましては予備費の内容でご

ざいます。 

 次のページをお開きください。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び

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

高21億2,603万9,000円、前年度末現在高見込額20億8,052万6,000円、当該年度中起債見込

額9,850万円、当該年度中元金償還見込額１億1,714万6,000円、当該年度末現在高見込額

20億6,188万円。 

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。 

 ６番、差間議員。 

〇差間議員 厚内地区のボーリング何カ所かやっていましたよね。その結果、水量、水質

どのような状態になっているかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 施設課長。 

〇賀下施設課長 平成21年度で臨時交付金で、厚内の水源自体が水が少ないということで、

地下水がどのぐらい量があって、また水質がどの程度になっているかということで調べさ

せていただきました。２カ所ということで、まず川に近いほうのボーリングを行いました。

もう一つは、水源に近いほうということで、公営住宅側の道路の付近なのですけれども、

そこのところの箇所でボーリングをさせていただきました。結果なのですけれども、１日

今現在厚内で使われている水量が大体70トンから80トン、ボーリングした箇所につきまし

ては川側のほうにつきましては１日200トン、公営住宅につきましては１日180トンという

ことで結果が出ています。水量とすれば十分出てはいますが、水質を調べたところ、本来

鉄分が0.03以下でなければならないということで、一般的に0.3でも１でも２でも、このぐ

らいあったとしてもある程度処理はできますが、今回はかったのは130というとてつもない

異常な値が出ていまして、これを今の急速ろ過でろ過器を使って浄水化するというのはな

かなか困難な部分があるという結果が出ました。ただ、今滞留している状態でありますの

で、もうちょっと出す期間をふやして２週間、３週間なりでも水をくみ上げてみて、水質

を再度分析するという方法もありますので、今後そういう方向もちょっと考えていきたい

なということで思っております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 鉄分すごいですね。厚内で大体70トンから80トン、現在はどうなのですか、

今の水量は、厚内の出ている水量。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 今の水源の状況ですが、今年は雪が多く12月から１月にかけて降って、

水量的には十分賄える状況となっておりますが、昨年、その前の年、平成20年、21年の冬

ですが、このときに特に21年にお正月を迎える前のときに漏水がありまして、そのときに

約100トンぐらい出ていた内容があります。そのときに、水がこのままでいくと状況悪くな

って断水をしなければならないかどうかというところまで一時考えたのですが、そのとき

はたまたま量がその時期は減らなかった状況あって一部掘削して調べた状況がありました

けれども、調べても厚内の地盤は水がなかなか上がってこないで地下浸透してしまう状況

がありまして結局は場所を特定できなかったものですから、そのときに水量が減少してい

かなかったということもありまして、年度明けてすぐ７日、８日にかけてその箇所を見つ

けて、修繕して何とかその場を断水をしないで済んだという、そういう経過もあります。

今後漏水箇所がふえますとどうしても水量がふえてきて、70トン、80トンと言っています

が、１カ所ふえるだけで１日１トンふえたり、管径によって２トンふえたりということも

ありまして、最終的に今の状況でいくと70トン、80トンで、一番少ない状況でいくと110ト

ン超えますと厳しくなってくるのではないかということがありまして、やはりどこかで水
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源を確保しないと厚内のこれからの将来水の安定供給という部分で不安なものでありまし

て、今回地下水のボーリングをさせていただきました。 

 以上でございます。 

（何事か声あり） 

〇賀下施設課長 水源の水量は、先ほども申しましたが、110トン以上超えますと減少して

いくと、減少していくか、今水量自体はそのときによって、雪が降るときは確かに水量あ

りますけれども、雪が降らなくて水量が枯渇していくという状況のときには、今言った状

況でいけば110トン超えますと間に合わなくなっていくという状況があります。だから、最

大限というか、入ってくる取水量が110トンを下回りますと厳しくなってくるということに

なってくると思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 何か心細い話ですけれども、厚内川あってあれだけ水がありますから、どこ

かいい場所あるのでないかなと思ってはいたのです。今現在２カ所から水をとっています

ね、それを含めた中で今の現状で足りないということですから、水がなかったらえらいこ

とになりますので、それと今山合いからとっていますよね、結構下に流れているのです、

水が。どこから出ているかはわかりませんけれども、何とか確保してもらわなければ、貴

重な水ですので、もう一回よく調べてほしいなと思っています。その点どうですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 厚内の水源の水不足につきましては、平成10年の前くらいから恐らく考

えている部分だと思うのですけれども、私も水道のほうを担当した中では何回か沢の調査

をして水量を確認してみましたが、あそこの浄水場の近くのところの水量で間に合わせる

ようなところというのはなかなかないということがわかりまして、今回地下ボーリングし

てみたのですけれども、今後何とかまたこれからそういった方向も含めて探して、将来的

に水の安定を保てるような方向で考えていきたいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、森議員。 

〇森議員 水道使用料も償還金の山を超えたということと下浦幌地区、また貴老路地区の

整備に伴いまして供給の地域が拡大ということで、４月１日から料金が値下げというふう

になると思います。そんな関係で、水道の使用料、昨年から見ますと使用料が減っていま

す。その中で、工業用が２割以上減っているのかなというふうに思いますし、豊頃分の水

量、この辺の価格と申しますか、料金をちょっと教えていただきたいなというふうに思い

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 
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〇賀下施設課長 まず、豊頃町の分水料なのですけれども、一応１立米当たり268円で、見

込みは１万9,400トンを見込んでおります。豊頃町としては、一応519万9,200円を今回見込

んでいるところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、森議員。 

〇森議員 トン数と金額はわかるのですけれども、例えば豊頃に行っている家庭内の８ト

ンなり、例えば家庭でいきますと今度の新料金からいきましたら浦幌は2,150円でしたか、

2,140円でしたか、その辺の浦幌はこれに対して豊頃は例えば８トンでどれぐらいなのかと

いうようなことを聞きたいのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 今豊頃町の単価というのは持ち合わせていないのですけれども、ほぼ…

… 

（何事か声あり） 

〇賀下施設課長 失礼しました。 

 豊頃町の幌岡というところがちょうど浦幌の吉野地区のほうから水が行っているわけな

のですけれども、そこの単価は浦幌町と同じ単価を使っております。 

 以上でございます。 

（何事か声あり） 

〇賀下施設課長 すべて同じです。 

（何事か声あり） 

〇賀下施設課長 歳入に入っております。 

〇田村議長 ４番、森議員。 

〇森議員 豊頃に行っている水道に関しては、浦幌の水道料金と全く同じだということで

すね。 

〇田村議長 副町長。 

〇門馬副町長 豊頃町の家庭用の水道料金につきましては、超過料金につきましては240円

です。これは、今回浦幌町の家庭用と同じ金額ですが、先ほど課長が言いました分水につ

いては１トン268円ということで若干高いという状況になっています。 

〇田村議長 ４番、森議員。 

〇森議員 このことにつきましてはわかりました。それと、新しく給水をされる方の徴収

方法というのですか、その辺はどんなような方法をとっていくのか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 浦幌町の今までの簡易水道と同じく、基本的には納付通知書を発行いた

しまして、口座振替で入れていただけるような形であればありがたいと思います。でなけ
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れば、支所のほうに支払いに来ていただけるかということになるかと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第41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、議案第41号は原案のとおり可決されました。 

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩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１１時３３分  休憩 

午前１１時４５分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第６ 諸般の報告 

〇田村議長 日程第６、諸般の報告を行います。 

 平成22年３月８日から３月17日までの議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、ごらんおきを願います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第７ 行政報告 

〇田村議長 日程第７、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22年３月８日から平成22年３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、ごらんおき願いたいと思います。 

 ２のその他でありますけれども、浦幌町地域情報通信基盤整備事業について報告をいた
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します。本事業につきましては、昨年９月の町議会第３回定例会及び12月の予算補正の提

案に際し説明をさせていただいておりますが、国の地域情報通信基盤整備推進交付金と地

域活性化・公共投資臨時交付金を活用し、浦幌町内全域に光ファイバーによるネットワー

クを構築し、光ブロードバンドサービスの提供とともに地理的条件等によって受信が困難

な地上デジタルテレビ放送の難視聴地域の解消を図るための情報インフラを整備するもの

であります。本事業により整備する光ファイバー網につきましては、民間電気通信事業者

に開放することを予定しておりますが、電気通信事業者ごとに固有の品質管理方針、保守

運用、管理がとられることから、民間電気通信事業者の選定に当たっては公募型プロポー

ザルにより設計施工、保守運用、管理についての提案をいただき、庁内における選定委員

会において総合的に評価し、最もすぐれた内容の提案者に本事業に係る設計施工、保守運

用、管理に係る契約に関する優先交渉権を付与し、事業実施に向けた協議調整を行うこと

としたところであります。 

 プロポーザルにつきましては、１月21日に公募型プロポーザルの実施について告示をし、

１月29日まで提案参加者の受け付けを行い、いずれもコンソーシアムの共同企業体という

形で２社からの提案参加を受け、２月８日に建設工事等請負業者指名委員を構成員とする

選定委員会において、各提案者からの説明、プレゼンテーションを受け、ＮＴＴ東日本北

海道支店を代表とする企業体を選定したところであります。その後ＮＴＴ東日本北海道支

店と何とか本年度内の事業着手に向け協議調整を行い、一番気にかかっておりました整備

事業費に係る地域活性化・公共投資臨時交付金の方向性も明らかになってきたこともあり、

国に対し２月16日付で地域情報通信基盤整備推進交付金の本申請を行い、先週３月11日付

で正式に交付決定を受けたところであります。 

 整備事業費につきましては、昨年12月の町議会定例会で措置し、本定例会において補正

及び繰越明許の議決をいただきましたが、総事業費10億1,700万円に対し、事業費の３分の

１の３億3,900万円が地域情報通信基盤整備推進交付金で、事業費の３分の２のうち約92％

の６億2,319万5,000円が地域活性化・公共投資臨時交付金で措置されることになり、残り

約5,480万円を過疎債で賄うことになります。この過疎債は、起債償還金の約70％が地方交

付税措置されますので、町の実質負担額は起債償還に係る利息を除き、事業費の約1.6％程

度ということになります。 

 事業の概要ですが、町内全域に光ファイバーを敷設し、役場と上浦幌地区の２カ所に地

上デジタル放送電波の受信点を設け、浦幌町が映像再送信の許認可を受け、敷設した光フ

ァイバーに映像電波を送り、地上デジタル放送難視聴世帯に対しては各戸まで光ファイバ

ーケーブルを引き込み、地上デジタル放送を視聴いただくというものです。また、敷設し

た光ファイバー網をＮＴＴに貸し出し、インターネット利用希望者がＮＴＴにサービスを

申し込むことによって光ブロードバンドサービスの提供を受けることが可能になるという

ものです。いずれの場合も基本的には設置工事費に係る個人負担は伴いませんが、サービ

ス利用料はかかることになります。インターネット利用に関しては、ＮＴＴが定める全国
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一律のサービス利用料がかかることになりますが、地上デジタル放送の再送信に関しては

町がサービス提供者となりますので、町が定めることになります。現段階においては、１

カ月当たり300円から500円の負担を想定しておりますが、今後さらに維持管理費などを調

整し、改めてご提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 今後本事業に係る優先交渉権を付与したＮＴＴ東日本と一日でも早く事業に着手できる

よう協議調整を行い、協議が調い次第本契約に向けた議会提案を予定しておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上、浦幌町地域情報通信基盤整備事業の実施についての報告といたします。 

〇田村議長 以上で行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第８ 議案第４２号 

〇田村議長 日程第８、議案第42号 平成21年度浦幌町老人保健特別会計補正予算を議題

といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 議案第42号 平成21年度浦幌町老人保健特別会計補正予算。 

 平成21年度浦幌町の老人保健特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６万1,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ435万4,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成22年３月18日提出、浦幌町長。 

 本補正予算につきましては、今会期中に追加という形で議案を提出することにつきまし

て、３月11日付の納付書によりまして３月12日、本町に届いたわけでございますけれども、

医療給付費の請求があった関係上、追加ということで提案をさせていただきますことをお

許し願いたいというふうに思います。 

 それでは、説明に入らせていただきます。次のページ、２ページにおきまして第１表、

歳入歳出予算補正につきましては省略をさせていただきます。 

 次のページ、歳入歳出補正予算事項別明細書につきましても省略をさせていただきます。 

 ４ページをおめくり願います。２、歳入、６款諸収入、２項雑入、２目返納金６万1,000円

を追加し、６万2,000円、返納金の内容でございます。 

 ３、歳出、１款１項医療諸費、１目医療給付費６万1,000円を追加し、56万1,000円、19節

負担金、補助及び交付金の医療費給付費払いの関係でございます。このことにつきまして

は、説明資料に記載のとおりでございますけれども、平成19年７月診療分の過誤調整の確

定に伴い追加補正する内容でございます。 
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 この関係につきましては、後期高齢者医療制度開始により、老人保健医療制度が平成20年

３月31日までの診療分にかかわって会計年度で申しますと平成19年度においてその事務が

終了してございますけれども、保険料の請求、支払いにおいて診療機関から国民健康保険

団体連合会に請求され、それを受け、審査後国保連から保険者である市町村に請求され、

支払いについては逆の回りで市町村から国保連を通じて診療機関に支払う事務処理の内容

となってございます。国保連から各市町村に請求される時期につきましては、通常診療月

の２カ月後になされる内容でございますけれども、保険料請求につきましては老人保健法

の関係で時効２年ということが定められてございまして、最終の20年３月31日の診療に係

る請求が平成20年５月末で、その２年後ということで平成22年５月末までが支払い処理に

関係することから、平成22年度におきましても老人保健特別会計を存置する内容となって

ございます。今般平成19年４月分の診療について過誤調整により国保連から先ほど申し上

げました３月11日付で納付書が発付され、本町に翌日の12日に届いた形がございまして、

その関係で返納があり、請求につきましての対応とするため、今般補正するものとなって

ございます。補正の内容につきましては、歳入が６万1,000円の追加で補正後６万2,000円、

歳出につきましては補正後56万1,000円ということで、歳出のほうが多くなる形でございま

すけれども、この関係につきましては逆に返納金が多くなる場合もケースによってはござ

います。今後においてもその部分が双方にあろうかと思いますけれども、こういった関係

で事務処理せざるを得ないという状況でございますので、ご理解のほどよろしくお願いし

たいというふうに思います。 

 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。 

 これより議案第42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、議案第42号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第９ 議案第１８号 

〇田村議長 日程第９、議案第18号 工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 総務課長。 
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〇上村総務課長 議案第18号 工事請負契約の締結について。 

 浦幌中学校校舎改築主体工事の請負について、次のとおり契約を締結するものとする。 

 平成22年３月８日提出、浦幌町長。 

 １、工事名、浦幌中学校校舎改築主体工事。 

 ２、契約の方法、指名競争入札。 

 ３、契約の金額、５億3,235万円。 

 ４、契約の相手方、萩原・北原・宮本経常建設共同企業体、代表者、帯広市東７条南８

丁目２番地、萩原建設工業株式会社代表取締役社長、萩原一利。 

 ５、工期、平成23年３月25日。 

 以上でございます。よろしくご審議賜ります。 

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。 

 これより議案第18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、議案第18号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１０ 議案第１９号 

〇田村議長 日程第10、議案第19号 工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 議案第19号 工事請負契約の締結について。 

 浦幌中学校校舎改築暖房給排水衛生工事の請負について、次のとおり契約を締結するも

のとする。 

 平成22年３月８日提出、浦幌町長。 

 １、工事名、浦幌中学校校舎改築暖房給排水衛生工事。 

 ２、契約の方法、指名競争入札。 

 ３、契約の金額、１億2,390万円。 

 ４、契約の相手方、笹原・浦幌設備経常建設共同企業体、代表者、中川郡幕別町錦町65番

地、株式会社笹原商産代表取締役、栗田啓介。 

 ５、工期、平成22年12月30日。 
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 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。 

 これより議案第19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、議案第19号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１１ 議案第２０号 

〇田村議長 日程第11、議案第20号 工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 議案第20号 工事請負契約の締結について。 

 浦幌中学校校舎改築電気工事の請負について、次のとおり契約を締結するものとする。 

 平成22年３月８日提出、浦幌町長。 

 １、工事名、浦幌中学校校舎改築電気工事。 

 ２、契約の方法、指名競争入札。 

 ３、契約の金額、8,820万円。 

 ４、契約の相手方、竹田・浦幌・飯田経常建設共同企業体、代表者、十勝郡浦幌町字宝

町17番地、竹田電気株式会社代表取締役、竹田悦郎。 

 ５、工期、平成22年12月30日。 

 以上でございます。よろしくご審議賜ります。 

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。 

 これより議案第20号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 
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〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１２ 同意第１号 

〇田村議長 日程第12、同意第１号 浦幌町固定資産評価審査委員会委員の選任について

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１号 浦幌町固定資産評価審査委員会委員の選任について。 

 浦幌町固定資産評価審査委員会委員、髙橋廣幸は、平成22年５月10日をもって任期満了

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

423条第３項の規定により議会の同意を求める。 

 平成22年３月８日提出、浦幌町長。 

 氏名、髙橋廣幸、生年月日、昭和26年３月15日、住所、十勝郡浦幌町字栄町２番地、職

業、会社役員、略歴、現浦幌町固定資産評価審査委員会委員。 

 髙橋廣幸氏の任期満了に伴い、同氏の再任につき同意を求めるものでありますので、ご

同意いただきますよう、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

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１号 浦幌

町固定資産評価審査委員会委員の選任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１号は同意することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１３ 発委第１号 

〇田村議長 日程第13、発委第１号 「協同労働の協同組合法（仮称）」の速やかな制定を

求め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。 

 総務文教厚生常任委員会阿部委員長。 

〇阿部総務文教厚生常任委員長 発委第１号 「協同労働の協同組合法（仮称）」の速やか

な制定を求める意見書の提出について。 

 上記の議案を、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22年３月18日提出、提出者、総務文教厚生常任委員会委員長。 

 全文の朗読は省略し、要旨を述べます。協同労働の協同組合は、市民事業による市民主
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体のまちづくりを創造するため、働くこと、生きることに困難を抱える人々自身が社会連

帯の中で仕事を起こし、社会に参加する道を開くものとして、働く仲間同士の協同から主

体性を高め、力を発揮し合う新しい働き方と認識されてきています。社会の実情を踏まえ、

就労の創出、地域の再生、少子高齢社会に対応する有力な制度として協同労働の協同組合

法の速やかなる制定を求める意見書を地方自治法第99条の規定により提出するものであり

ます。 

 提出先は、衆参両議院議長、内閣総理大臣ほか各関係大臣であります。 

 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１号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、発委第１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１４ 発議第１号 

〇田村議長 日程第 14、発議第１号 議員の派遣についてを議題といたします。 

 お諮りをいたします。会議規則第 120条の規定により、お手元に配付の内容で議員を派

遣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、提案のとおり議員を派遣することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１５ 発議第２号 

〇田村議長 日程第 15、発議第２号 所管事務調査についてを議題といたします。 

 各委員長より、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、次の定例会までの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。 
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 よって、各委員長より申し出のあった所管事務調査については、各委員会にこれらの調

査を付託して、次の定例会までの議会閉会中にこれ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 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。 

 ここで町長より申し出がありますので、これを許します。 

 町長。 

〇水澤町長 議長のお許しをいただきましたので、平成22年第１回定例会の閉会に当たり

まして、一言ごあいさつをさせていただきます。 

 本定例会に提案させていただきました平成22年度の一般会計予算、10特別会計予算を含

む議案39件、さらに同意案件１件を慎重審議をいただき、可決、成立させていただきまし

た。平成22年度の予算につきましては、新政権初めての国の予算編成を見ながら浦幌町と

しましても予算編成を行ってまいりました。景気の低迷から町税の増収が見込めず、国家

財政も大変厳しい状況の中で、事業仕分けにおきましても交付税の対象になるなど不安な

面もありましたけれども、政府は今年度は地方に配慮した予算を提案し、成立をいたしま

した。昨年度から引き続き、国の財政、経済対策による臨時交付金を活用した浦幌中学校

の改築にかかわる予算など大きな事業も組み込みましたけれども、財政調整基金からの繰

り入れを行わないで予算編成を行うことができました。今後とも国の財政はより厳しさを

増してきておりますし、来年度以降の国の税、予算の不透明感があり、浦幌町としまして

も今まで以上に財政健全化を推進し、維持していかなければならないと考えているところ

であります。 

 予算編成に当たりましては、町民の皆さんの暮らしやすい浦幌町を実現するための予算

になるよう心を砕いてまいりました。平成22年度は第２期まちづくり計画の最終年度とい

うことになりますけれども、繰越明許で行う浦幌中学校の改築事業、また光ケーブル敷設

事業などの大型事業も行われますし、留真の改築事業も着工することになります。普通建

設事業費などの投資的経費は例年になく大きなものになると思います。予算の執行につき

ましては、さらに慎重を期すとともに、行政効果を上げるよう取り組んでまいりたいと考

えているところであります。また、第３期まちづくり計画の策定につきましては、町民の

皆さんのニーズを的確にとらえるために、ワークショップ、また審議会、そして町内の策

定委員会などのご意見をいただきながら、浦幌町の本当の明るい未来を実現するための計

画になるよう取り組んでまいりたいと考えているところであります。 

 町議会の皆さんから今定例会においてご意見をいただき、種々の建設的な提案もいただ

きました。まことにありがたく、厚く御礼を申し上げる次第であります。町政執行にも述

べさせていただきましたけれども、皆さんからいただきました数々のご意見をもとに、よ

り町政執行のために職員一丸となって取り組んでまいりたい所存であります。 
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 最後になりましたけれども、議員の皆さんに可決、成立させていただきました議案を重

く受けとめまして執行してまいる覚悟でありますので、重ねてお礼を申し上げまして、平

成22年第１回定例会の閉会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。まことに

ありがとうございました。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇田村議長 これをもって会議を閉じます。 

 平成22年第１回浦幌町議会定例会を閉会いたします。 

閉会 午後 ０時１４分 

 


