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平成２２年第３回浦幌町議会定例会（第５号） 

 

平成２２年９月１６日（木曜日） 

開議 午前１０時００分 

閉会 午後 ３時０４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２１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２１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２１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２１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２１年度浦幌町後期高齢者医療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２１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１０ 認定第 ８号 平成２１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１１ 認定第 ９号 平成２１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１２ 認定第１０号 平成２１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１３ 認定第１１号 平成２１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１４ 発委第 ５号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について 

 日程第１５ 発委第 ６号 森林・林業政策の早急かつ確実な推進に関する意見書の提 

出について 

 日程第１６ 発委第 ７号 ２０１１年度国家予算編成における義務教育費無償・義務 

教育費国庫負担制度堅持と負担率二分の一復元等教育予算 

の確保、拡充を求める意見書の提出について 
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 日程第１７ 発委第 ８号 道路の整備に関する意見書の提出について 

 日程第１８ 発議第 ５号 町議会議員定数等調査特別委員会設置に関する決議 

 日程第１９ 発議第 ６号 議員の派遣について 

 日程第２０ 発議第 ７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 

    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 

鈴  木  宏  昌 
          政 策 課 長  

          町 民 課 長      大  山  則  幸 

     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   小 路 谷  守  昌 

     会計管理者   永  澤  厚  志 

          診療所事務長      菅  原     敏 

          財 政 係 長      原  口  康  紀 

 

    教育委員会 

     教育委員長   岡  崎  浩  明 
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          教  育  長      久  門  好  行 

     教 育 次 長   亀  山     昇 

 

    農業委員会 

          事 務 局 長      新  川  寿  雄 

 

    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 

     議 事 係 長   中  田     進 



 － 4 － 

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回浦幌町議会定例会、本日16日の運営について報告いたします。本日は、諸般の報

告、行政報告に続き、平成21年度特別会計決算認定10件、発委は意見書４件、発議は議員

派遣、所管事務調査等３件であります。 

 したがって、会期どおり本日で最終日といたしたいと思います。議員各位のご理解賜り

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６日から15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22年９月６日から平成22年９月15日までの町長等の動静につきましては、行政報告

お手元に配付のとおりでありますので、ごらんおきをいただきたいと思います。 

 ２のその他については特にありません。 

 以上で行政報告とさせていただきます。 

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21年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算認
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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21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21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22年９月６日提出、浦幌町長。 

 別冊をごらんいただきます。平成21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9,496万87円、２、歳出総額8,906万522円、

３、歳入歳出差引額589万9,565円、５、実質収支額589万9,565円。 

 １ページ目、２ページ目の平成21年度浦幌町町有林野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ページ目をお開きください。平成21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3,876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。説明資料36、37ページに記載をしておりま

す。主な内容、事業効果といたしまして、立木売り払いにつきましては５伐区を実施いた

しました。樹種につきましては、カラマツが6,605.445立方メートル、Ｔ―Ｌ、天然林広葉

樹でございますが、112.22立方メートル。次に、間伐材売り払いにつきましては、厚内、

常豊、川流布、帯富、東山、留真、湧洞でトドマツが2,097.896立方メートル、カラマツが

999.428立方メートル、ストローブが506.942立方メートル、Ｔ―Ｌ、天然林広葉樹でござ

いますが、142.601立方メートル、Ｔ―Ｎ、天然林針葉樹でございますが、74.040立方メー

トルを間伐して、合計で3,820.907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、人工造林が28.79ヘクタール、準備地ごしらえが38.33ヘクタール、

下草刈りが95.44ヘクタール、除間伐が27.96ヘクタール、間伐が115.08ヘクタールを実施

しております。植栽用苗木購入といたしまして、カラマツ１号苗を６万3,380本、面積にい

たしまして28.79ヘクタール分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

ことで実施をしております。 

 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

につきましては、１節造林補助は先ほども申し上げましたけれども、人工造林の28.79ヘク

タールのほか下草刈り、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601.96ヘクタールのヘリの散布１回分の実施分であります。３節森林

整備加速化・林業再生事業で林内路網整備と基金間伐の補助金であります。 

 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
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し上げたようにカラマツが6,605.445立方メートル、Ｔ―Ｌ、天然林広葉樹でございますが、

112.22立方メートルを売り払いをしております。 

 ２目素材売払収入、素材売り払いにつきましては、間伐売払収入としてトドマツが2,097．

896立方メートル、カラマツが999.428立方メートル、ストローブが506.924立方メートル、

Ｔ―Ｌ、天然林広葉樹でございますが、142.601立方メートル、Ｔ―Ｎ、天然林針葉樹でご

ざいますが、74.040立方メートルを売り払いをしております。 

 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。５ページをお開きください。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28.79ヘクタールを森林国営保険で10年間保証の保険に加入をしております。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37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、６万3,380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。 

 認定第２号を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。 
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    ◎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21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21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21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22年９月６日提出、浦幌町長。 

 平成21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１億4,610万9,974円、２、歳出総額１億4,426万

6,151円、３、歳入歳出差引額184万3,823円、５、実質収支額184万3,823円。 

 １ページ目、２ページ目の平成21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21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。説明資料38、39ページに記載をしております。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768頭、これにつきましては５月20日から10月31日

までの165日間でございます。１日当たりの単価は、町内牛242円、町外牛263円、利用戸数

につきましては34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656頭、

これにつきましては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557円、町外牛が578円、利用戸数は33戸でございます。それから、哺育預託、

１日当たり190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、利用戸数につきましては18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650頭で１頭当たり2,000円、入退牧捕縛料につきましては880頭で１頭当たり

1,000円の単価としております。 

 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夏期、冬期の預

託、それと哺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。 
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 ３款繰入金、１項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。 

 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、入牧牛の駆除殺虫剤代金で、延べ2,136頭分

の収入でございます。 

 次に、歳出でございます。４ページをごらんください。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の３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39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39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、説明資料39ページに記載のとおりでござい

ます。 

 ３款１項１目予備費につきましては、予備費で執行はしておりません。 

 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。 

 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 先般条例の部分についても私は質問をさせていただきましたけれども、改め

てこの模範牧場について説明を求めます。今回この決算についても模範牧場の運営につき

ましては、しっかりとした運営をして、簡単に言うと黒字を出してきちんとした経営をし

ていただいているということはわかりました。 

 その中で、先般もお聞きをいたしましたけれども、要するに町外牛というのでしょうか。

結局そういう町外牛を入れることによってこういった形の決算、黒字決算ができていると

いうことになったときに、実質では町外牛を入れなかった場合、本来の趣旨である酪農振

興、畜産振興という意味で地元の浦幌町の牛しか受け入れをしなかったといった場合にお

いては、結局町としてどれだけのマイナスが出るというのでしょうか、持ち出しが出ると

いうのでしょうか。結局そういった部分が今後指定管理者に移行した場合には、例えば先

般は町としては指定管理者に移したときに指定管理料はなしだと、ゼロだと。結局それは、

自己牛を入れることによってのそこで利益を出してもらうわけで、それでその分は賄って

もらうという考え方だという説明でありましたけれども、実質的にそういう町外の牛は一

切まかりならないと、町内しかだめだよということになったときには、実質町の持ち出し

というものはどういう形になるのか。今回この決算も実質的に百何ぼですか、180万ほど出

ていますけれども、これが結局どういう結果になってしまうのか、この辺の説明をまずい
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ただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 牛の預託の関係の受け入れでございますが、あくまでも町内牛を主とし

た受け入れのための模範牧場ということでございまして、これに余裕がある場合について

は町外牛を受け入れますよということの中身で、今までも余裕があるということで町外牛

を入れて運営してきたということでございます。指定管理者以降についてもこの考え方は

変わらないのかなと思っております。 

 町外牛が入らなかった場合の収支に関しましては、実際に決算でいきますと夏期放牧に

つきましては町外牛が全体でいいますと延べでございますが、12万6,768頭のうち町外牛が

２万4,092頭になっております。また、冬期の舎飼いについては全体13万1,145頭のうち町

外が１万8,975頭、それから哺育につきましては６万9,303頭のうちの３万8,929頭と。町外

牛が入っているわけでございますけれども、この町外牛がなかった場合については、収支

についてはやっぱりマイナスになってくるのかなと思っております。ただ、運営に関しま

してはやはり安定した経営管理をするということで今までもやってきておりましたし、酪

農の振興から考えていきましても安定した経営をやるということが模範牧場の一つの考え

方かなと思っておりますので、そういう意味からいたしましても今後そういうことで継続

をしていきたいなというふうには考えております。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私は具体的な数字として、金額として実質的に町外牛を、今頭数はお伺いい

たしましたけれども、実質的に金額、収入のプラス・マイナス、差し引きとしてですよ。

実際町外、今言われた数字を抜いたときには、浦幌町の牛しか、うちだけだよということ

になったときには実質町の持ち出しというものは簡単に言うと幾らになるのかという、そ

の具体的な数字をちょっと私はお聞きをしたいということなのです。ですから、結局そう

いうことが先ほども言いましたが、今後指定管理に移る部分においてですよ。もうこれ指

定管理というものは決まりましたので、指定管理に移るということになりますから、本来

は指定管理に移ったときに結局町外を入れないということは、当然指定管理料としてそれ

だけが出ていくことになりますね、町としては。支出するということになりますから、結

局その辺の数字というのでしょうか、ここら辺の部分というのは把握されていないのでし

ょうかね。この辺の部分の説明をいただきたいというふうに思うのであります。 

 要するに結局今説明ありましたように、もともと今の施設をつくった、だけれども実際

に農家さんもだんだん減ってきていますよね。その中で、もともとはあれだけの今のある

施設が100％必要だったと。しかし、農家さんも減ってきたから、結局だんだん減ってきて

今は例えば50％、半分しか使っていないから、残り半分あいたところを町外を入れるとい

うのは、これは今ある施設を有効に使う上では当然そういう形をとっていただく。今ある

施設の有効利用ですから、それは私は全然構わないというふうに思いますし、当然あるも
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のは有効に使うべきだというふうに思います。ただ、問題は今指定管理が決まって、１月

からですよ。もう来年の１月１日からは指定管理になっていくということになったときに、

先般説明もありましたが、施設を新しく設備投資５年間かけて行われると。先日も九千何

ぼですか、9,000万、１億までいかないですけれども、しかし１億近い設備投資が行われる

という説明もありましたので、ですから結局それを大きい建物を建ててあげて、そこに自

己牛を入れて、そこで利益を出してもらうかわりに指定管理料は出しませんよということ

だと思うのです。だから、ここら辺が私どうもちょっと矛盾を感じる部分がありまして、

町の酪農振興、畜産振興はいいのですけれども、必要だとは思いますけれども、建物を建

ててあげること、大きい建物でしょう。自己牛を入れれるような必要以上の建物を建てて

あげることが町にとって、そのかわり指定管理料は払わないことがいいことなのか。コン

パクトな、極端に言ったら半分ぐらいの今浦幌町で賄うだけのコンパクトな施設をつくる、

しかし自己牛はよその町外の牛は入れれないわけですから、当然利益が上がらないので、

その分は指定管理料として町として出ていく。どちらがいいのかなというようなこと、や

っぱりその辺の数字が見えてこないと判断ができないのではないかなというような思いか

ら、その辺の具体的な数字の部分、わかりやすく判断するためにはその数字というものを

ぜひお示しをいただきたいなというふうに思うのですが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 実質的な町外と町内の数字ということでございますけれども、町外だけ

の数字ということは、先ほど頭数では把握はしておりますけれども、それを金額に出して

というのは今は手元にはないということでご理解を願いたいと思います。自己牛というこ

とでとらえられているかなというふうに思っておりますけれども、あくまでも牧場の経営

安定のための余裕があった場合の預託を受け入れるということでございますので、指定管

理者に移行した場合の自己牛というのは町内を主として、余裕があった場合は町外の牛も

受け入れるということが収支が成り立たなかった場合についての自己牛ということで、例

えば牛を飼って、それを育成をして、そして利益を上げてもらうような形で運営を安定化

させてもらうような、そういう趣旨の自己牛ということでとらえておりまして、今までの

形態とは何ら変わらない形で指定管理に移行させたいということで考えておりますので、

ご理解を願いたいと思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 ちょっと私もこの部分、酪農という部分が、私が牛を飼っているわけではな

いので、ちょっと私もよくわからない部分もありますが、今数字的には町外、町内の部分

は押さえていないということですから、これはわかりました。 

 ただ、であるならば、あくまでも基本的な考え方は変わらないのだと。自己牛といって、

要するに町外の牛を入れる部分については、あくまでも余ったものに対して余裕があれば

そこに入れるだけであって、あくまでも町内の畜産振興だから、当然浦幌の牛が、町内の
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牛が優先されて、その上で余った場合はいいけれども、それ以外は入れないのだという、

この基本的な考えは変わらないということは理解をいたしました。その上で、余るか余ら

ないかというこの部分なのですけれども、結局先般説明いただきましたよね。具体的に一

つ一つ見て、5,000万、2,000万、60万、1,500万というような、一つ一つ今後そういう設備

を考えているのだと、５年間にわたって設備投資を考えているのだという説明がありまし

た。結局その5,000万だ、2,000万だという数字を上げているということは、具体的にこれ

ぐらいの規模のものを建てるという青写真があるから、この5,000万だとかというような数

字が出てくると思うのです。ということは、結局その5,000万の根拠は何なのか、2,000万

の根拠は何なのかといったら、要するに今と同じだけの施設を建てるということなのでし

ょうか。この辺がどういう考えのもとにこういうような数字が出てきているのか。であれ

ば、今後の考え方、先般説明いただいた部分とのこの辺の考え方について詳細な説明を求

めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 先日、模範牧場の受け入れ可能な規模ということで私答弁をさせていた

だいた中で夏期預託、放牧については若干余裕があると。ただ、舎飼い、それから哺育に

ついては余裕がない状態だということを私申し上げたと思います。その中で、今余裕がな

いということは、ある程度当初予算から大きく受け入れをしている状態でありまして、現

実に可能な受け入れ頭数より多く入れた場合については牛にストレスがかかるということ

があるということで、ストレスがかかるということは結局食欲も低下して牛が大きく育た

ないということがあります。そういうことを今後やっぱり解消をしていかなければならな

いなということで、そのストレスを解消するためにはある程度もう少し余裕を持った施設

が必要でないかということから、この間申し上げました整備計画を示させていただいたわ

けであります。そういうことに関しましても、哺育舎についても当然可能受け入れ頭数よ

り多く受け入れしている状態で、そういうことから同じく新設をしていきたいという話の

中の計画ということでございます。現在要望が結構ありまして、受け入れる預託頭数が結

構預けたいということがありまして断っている部分も若干あるということから、このまま

預託頭数が推移をしていくのではないかということも予想されます。そういう意味から申

しまして、牛を預けてもらった以上は返すまではしっかりと育てていく趣旨からいたしま

して、そういう整備計画を立てるのが必要かなということで今回出しているわけでありま

すので、ご理解を願いたいと思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 受け入れをした以上は、しっかりと飼育をするというのは当然だと思います

し、そうあってほしいと思います。 

 私が今お聞きをした部分、ちょっと漏れているというふうに思うのですけれども、先般

設備計画の説明をいただいた部分というものは、要するにどういう設備なのですかと。今
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の設備と同等のものでいくのですかと。受け入れもいっぱいいっぱいだよという部分は、

設備には多少余裕はあるけれども、今の人員とかそういったことを踏まえるといっぱいだ

よというような説明があったというふうに思うのです。設備がいっぱいいっぱいで、もう

これ以上牛が入らないということではなかったというふうに、私はそういうふうに認識を

しております。結局私は、今後の運営については指定管理者にいくわけですから、指定管

理者がどういう運営をしていくかは、それは指定管理者が考えていけばいいことですから、

それはいいと思うのです。町として、施設は町のものとしてやるわけですから、その設備

が先ほどから言われている設備計画にある数字というのは、今と同等の設備をつくるとい

うことなのか、古くなったから更新するということなのか、今よりはちょっと小さくなっ

ているのか、もっと逆に言ったら大きくなっているのか、どういう形を考えているのかと。

今の説明では、まだまだ需要があるのだと、まだまだ入れたいという声もあるということ

ですけれども、それは町内なのか町外なのかちょっと私わかりませんけれども、町外から

も需要があるから、ではもっともっと大きいものをつくればいいのかといったら、町内な

ら別ですよ。でも、町外で需要があるからどんどん大きいのをつくればいいのかといった

ら、決してそういうことには私はならないというふうに思うのです。だから、ここら辺の

ここの設備投資の整合性を町民が理解できる整合性の骨の説明をいただければ。指定管理

にするということは、先般もう議決で決まっているわけですから、そのことについて私は

どうこう言うつもりはありませんので、もう決まったことをどうこう言うつもりはありま

せん。ただ、今度きちっとした指定管理者、この指定管理先ももう町としては個人を示し

ているわけですから、そこら辺をきちっとした形でその方にやっていただく上で、その設

備投資のこの部分もこういう形だよということが町民にきちっと理解されたほうがいいと

いうふうに思いますから、私はこういう質問をさせていただいているのですけれども、そ

ういった町民がわかりやすいような、どういった設備投資、どういう形を考えているのか

というようなことを町民にわかりやすく詳細に説明を求めたいということでございますの

で、お願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

（何事か声あり） 

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３４分  休憩 

午前１０時３８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。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 条例改正のときに整備計画を一部私答弁させていただきましたが、畜舎
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約200頭規模のものを新設をしたいということと、それから哺育舎につきましては60頭程度

のものを新設したいと、それから関連して待機舎が20頭程度のものを新設したいと。あわ

せてバンカーサイロについても200頭分のものを新設して、現在あるサイロは将来的には廃

止をしていくというようなことで申し上げたかなと思っております。畜舎につきましては、

当初受け入れ可能頭数からいいますと現在約130頭程度オーバーをしているということか

ら、先ほど私が言いました牛にストレスがかかって牛の哺育にもなかなかよくないという

ことから、今回そのストレスを解消させるために畜舎を増設するための200頭分ということ

でございます。今160頭ぐらい多いということで、それをこの200頭規模の新設した畜舎の

ほうに入れてストレスを解消していきたいという内容であります。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 そうしますと、これは前年度の決算ですけれども、今現在町内牛、また町外

牛を入れて本来牛がストレスもなくすくすくと元気に育つには160頭ほどちょっとオーバ

ーしているのだと。狭い部屋に入れているので、ストレスがあると。そのオーバーした分

が160頭ぐらいあるので、そういった160頭、その部分をクリアするためにちょっと余裕を

持って200頭規模のそういう施設を今の施設のほかにもう一つ別につくるのだと。そういう

ことですね。それに伴って、いろいろ待機舎とかいろんなものもかかわってくる部分もあ

るのでしょうけれども、基本的には牛でいうと今現在よりも160頭定員オーバーしている分

を賄うために別に今これから先ほどから言っているように１億近くかけて設備投資をかけ

ていくのだと、こういうことなのですね。私は、古くなったので、建てかえていくのかな

という考えだったのですけれども、そうではなくて今の部分の定員オーバーを解消するた

めの設備投資がこれから５年間されるという説明ということですね。 

 であるならば、先ほどから私も申し上げているように、これは基本的に浦幌の模範牧場

というのは浦幌町内の牛の振興なわけでしょう。それを今現在で160頭オーバーしている

と。よその町外の牛を入れて今現在オーバーして、町内の牛もひっくるめてそこにストレ

スを与えているのだと。だから、また200頭規模のものを建てるといったら、これ根本的な

畜産振興というのと全然話が何だかもうごちゃごちゃではないですか。町内の牛にストレ

スを与えるのなら、町外の牛に出ていってもらえばいいではないですか。というのが、こ

れ町民そう思いませんかね。今現在ストレスを与えているのだと。ストレスを与えながら

180万利益出しましたと言ったって、これ何も褒められたものではないではないですか。こ

れでは、ちょっと言っていることとやっていることが違うということになりませんか。町

民もそういうふうにとりませんか。その定員オーバーの部分のためにまたこれから九千何

百万、１億もかけて設備投資するのだったら、そんな設備投資するのだったら町外の牛に

出ていってもらえば設備投資要らないのでしょうということになりませんかというふうに

私は思うのですが、町民もきっとそういうふうに思うと思うのですが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 産業課長。 

〇前田産業課長 あくまでも町外の牛につきましては、余裕があったらということでござ

いまして、当初予算を立てるときにつきましては町内牛の受け入れ可能頭数に町内牛の単

価を掛けて予算を組んでおりますけれども、たまたま社会情勢等によって頭数の乳量の制

限とか、そういうことがあったり、そういうことが起こり得ることがあって、受け入れ頭

数が町内で少なくなった場合については町外を入れてカバーをしていくというような、そ

ういうことをやって運営をしてきております。そういうことからして、それらも今後も考

えて、町内だけではなくてそういうことも、将来的なことも考えながらやっぱりしていか

ないと運営が成り立たないのではないかと。実際町外を認めないよと、都合のいいときだ

け受け入れさせるよと、そういうことにはならないのではないかと。ほとんど町外といい

ましても豊頃町の町外牛でありまして、近隣の酪農振興にもある程度やっぱり意味がある

のかなということでご理解を願いたいというふうに思っております。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 なかなかご理解といいましても、これやっぱり根本的な考え方の違いという

ことで、幾ら質問をしても堂々めぐりになってしまうのかなという気がいたします。ただ、

今先般の条例改正も、これはもう議会で通っていることですけれども、だけれども今言わ

れたように実質的に今現時点で160頭もオーバーしているとかというようなことは説明な

いわけですから、だから先般の条例改正のときにも今の場長にというようなこともきちっ

とこの議会の場でも名前も出ていますし、そういった上できちっと、ましてや１月１日か

らってもう今９月ですよ。１月１日からという状況の中で、今この時点でこういう説明さ

れてもなかなか、１回議決してしまったものもこれどうしたものかなという気もするので

すけれども、これ本当にこういうことで、今言うように町外といっても近隣、隣町の豊頃

町さんの牛なので、隣のよしみである程度その辺も配慮していかなければならないという

のも、お隣さんだからというのもあれですけれども、それでもやっぱり浦幌町内でなけれ

ば、なかなかこれ町民もうんということに私はならないと思うのです。 

 少なくても今ある施設でやるのならいいのですけれども、やっぱりそういうお隣さんの

こととかもいろんなことを加味しながら、商売的に考えるとある程度よその牛も入れてお

かないと、減ったから来いといってもなかなか来ないのだと。だから、常に入れるそうい

うパイプをつくっておかないと、もしこちらの町内の牛がいなくなったときに採算がマイ

ナスになってしまうから、ある程度は日々からよその牛を入れておくのだと。商売として

は理屈はわかります。当然なのですよね、ある程度そういう日々から。だけれども、模範

牧場にそれは当てはまらないと思うのです。畜産振興ということでは、その商業とは。だ

から、今まで町として模範牧場でやっていて、そこに商業を持ち込んでもこれはね。だか

ら、私も今増設という意味がわかりましたので、増設ということであるならば、私は１億

近くもかけて設備投資するのであれば、今ある施設の中で、その中で商売をやってもらっ

て、それであと足りない部分についてはきちっとした指定管理者を出すというようなこと
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が本来の形というふうに、これをまた言ってもなかなか堂々めぐりになってしまうので、

何回質問をしても同じことになってしまうのかもしれませんが、でもそれでは私なかなか、

町民納得できますかね。議員の方々もできないと思うのですけれども、どうですか。町長

はどうですか。副町長でもどうですか。なかなかちょっと理解できないと思うのですけれ

ども、これでは。いかがですか。ちょっと私の言っていることがあれでしょうか。変でし

ょうか。どうですか。 

〇田村議長 答弁調整のために暫時休憩いたします。 

 

午前１０時４７分  休憩 

午前１０時４９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 中尾議員の質問の中で大きく２つ、町外牛の関係と、あと施設の関係とい

うことでご質問がありました。町外牛の扱いにつきましては、条例の中で町外牛について

も扱うということで若干金額的には高くなっております。これまでも牧場運営については

特別会計ということで、基本的には独立採算という中で運営をしてきました。町内の酪農

振興という意味では、基本的には町内牛をまず第一に優先的に預託すると。余裕があれば

２次的に町外牛も扱うというような中身でやってきました。そういう中で、施設的に余裕

があった場合は町外牛ということで、牧場の管理運営については職員、その他臨時等を雇

用しながらやってきておりまして、そういった中では全体の運営の中でやはりそういう雇

用の問題も含めて、通年牧場を運営するための一つの方策としては当然町外牛も扱いなが

ら収入を得ていくということが必要かなというふうに思っていますし、また施設について

も当然余裕があればそういう中で施設も利用していくという中でこれまで運営をしてきた

ということであります 

 施設の今後の計画についてでありますけれども、数字的な関係についてはまだ若干これ

から精査しなければいけない部分があります。この施設の建設については、来年度以降の

まちづくり計画の中で今示していきたいなというふうに思っておりますので、その中で詳

細部分についてはまた説明ができるのかなというふうに思っておりますので、きょうは全

体の中での答弁ということでご了承いただければなというふうに思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 そういうことでありましたらば、きょうは決算ということでございますから、

21年度の決算については、確かに今の場長を含めていろいろご努力の中でマイナスにして

いるわけではありませんので、プラスになっているわけですから、この決算について、決
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算審査ですけれども、ちょっといろいろ膨らませて、たまたま今回は前回条例の部分もあ

りましたので、いろいろ膨らませた中での説明を求めた部分もありますが、わかりました。 

 要するに今後の部分につきましては、まちづくり計画とか、いろんな部分でまた出てく

る。しかし、少なくとも、ただ時期が来年１月と言っているものですから、そうすると来

年の、これ心配なのは前回も今の場長言われていましたけれども、今回条例が議決されれ

ば役場を退職されて新しい会社をつくってというお話しされていましたよね。だけれども、

今のようなこんな状態で、とっても心配でやめられないのではないかなというか、だから

そこら辺をやっぱりきちっとした上で伝えてあげないと、向こうの模範牧場で働いている

場長を含めて、いろいろ働いている方だってその辺の青写真というのですか、その辺もき

ちっとしてあげないとかわいそうな話になりませんかね。今副町長のほうから、今回は決

算審議なので、今後のまちづくりということですから、今回はこれ以上してもなかなかち

ょっとかみ合わない部分もあろうかと思いますから、もうとめますが、しかしやっぱりこ

の部分について次の部分までにはしっかりとした青写真というものが示されないと、私は

次の指定管理者の選定という部分についてもこれは町民の理解というものは得られないと

いうふうに、この辺のことだけは最後に私お伝えをして、きょうこの質問は終わらせてい

ただきたいと思います。答弁は結構です。いいです。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 答弁は要らないということでありますけれども、基本的に数字については後

でまた精査をしながら３期まちづくりの中で審議をいただきたいというふうに思います。

ただ、私１つ中尾議員が言われる町内牛だけを対象にして模範牧場をこれから運営してい

ったほうがいいのではないのかと、それのほうが新しい畜舎等の改築も小規模で済むので

はないかというお話、最初はそういうお話だったろうというふうに思います。私は、そこ

の問題だと思います。今現在こういうふうに町外牛も受け入れながら効率的な運営をして

いって、赤字は出さないという経営をしていただいています。最初、前にもお話ししたと

おり、ほかの町直営の部分については大きな赤字を出しながら、町の一般財源を取り入れ

て運営しているという状況の中では、今の現在の模範牧場がやっぱり健全経営ができてい

るというのは、１つはあくまでも可能な限り町で受け入れて、町内で足りなければ町外の

希望者がいれば、それを受け入れながら効率的な経営をしていくということの中で今黒字

経営ができているのだろうというふうに思います。そういう意味では、町内だけを対象に

した小規模の畜舎、それで果たして運営できるかどうかということがやっぱり大きな問題

だろうというふうに思います。それが例えば畜舎が１億かかるやつが5,000万でできるのだ

から、町内だけのを対象にしてやったほうがいいのかということについては、やはり経営

効率からいうとなかなかそれは難しい面があるのでは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、現在の受け入れ体制をやっぱり堅持していく、そして酪農振興とい

う広い面でいえば、当然町内の牛を入れるというのが全く基本中の基本でありますけれど
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も、多く例えば余裕があるのであれば管内全体の酪農振興という意味も含めてこれが運営

できるものである、そしてなおかつ経営の効率化を図り健全経営ができるのであれば、私

はこれにこしたことはないのだろうというふうに思います。そういう中で、例えば投資的

な経費がかかったとしても最終的にこれは回収する道が開けるのだろうというふうに思っ

ています。そういう意味では、町内だけを対象にするということになると、今畜産農家の

増減もある中でなかなか経営をするということは難しい部分がありますから、これを対象

にして畜舎の規模を決めていくというのは、かなり逆に言えば非効率的な部分、危険な部

分があるのではないかなというふうに思っています。そういう意味では、考え方だけは申

し上げさせていただきたいと思います。 

 あと、数字の部分については、今副町長が言いましたように第３期まちづくり計画の中

でまた論議をいただく部分がありますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 やめようと思ったのですが、町長からね。町長言われることはそのとおりで、

私は施設を小さくしてコンパクトで町内だけでと言ったのは、私もちょっと勘違いしてい

たのですが、今の施設が古くて壊して新しく建てると思ったものですから。だけれども、

きょうの答弁で今の施設はそのまんまで足りないのだと、160頭ほどストレスをかけてい

る、定員オーバーな部分をふやすということだと。これ私、知らなかったのです。きょう

の説明で私は初めてわかったので。ですから、町長言われるようによその町はもう赤字な

のだと。町の一般財源からどんどん繰り出して赤字補てんしていっているのだと。だけれ

ども、それでもそれは畜産振興だからやむを得なしとするのか、今言うようにですよ、例

えば今１億かけたって、結局だからそこでさっき言った私が町内と町外の数字を教えてほ

しいというのはここなのです。町内だけで済まなくて町外を入れなかったら、これだけ毎

年例えば1,000万、一般会計から持ち出ししなければならないのだよと。そうすると、例え

ば１億かかるものを5,000万に縮小したって、5,000万だって５年で元を取ってしまうのだ

よと。だから、これだけの施設をつくってもすぐトータルで見たら町にとってはいいので

すよということが、その辺は商売なら商売としてきちっと割り切って、そういう説明が町

民にできれば私は構わないと思っているのです。あくまでも畜産振興なので、余った分は

よその牛を入れるのだというこの前提、この部分を言うから、それではちょっと言ってい

ることが違いませんかということで、町にとって収支を考えたときにそういうよその牛も

入れてもうけるのだと、商売するのだと、それが町にとってはいいのだと。設備投資して

も５年間でこれだけかかるけれども、もうすぐ元は取ってしまうのだというようなことが

しっかりされれば、町民に説明ができれば、それは私は結構だというふうに思いますから、

今後の部分でその辺の説明をぜひ、数字も今後ということですから、そういうことも含め

て数字のほうをしっかりと説明を次の機会に求めたいと思います。きょうは、これで終わ

らせていただきたいと思いますので、それこそ答弁は結構です。 

〇田村議長 ほかに質疑はありませんか。 
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（「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。 

 これより認定第３号を採決いたします。 

 認定第３号を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。 

 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。 

 

午前１０時５９分  休憩 

午前１１時１４分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎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21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。 

〇大山町民課長 認定第４号 平成21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21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22年９月６日提出、浦幌町長。 

 別冊の歳入歳出決算書をもって説明させていただきます。平成21年度浦幌町国民健康保

険事業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10億4,349万1,603円、２、歳出総額９億8,725万

5,033円、３、歳入歳出差引額5,623万6,570円、５、実質収支額5,623万6,570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に関する会計を処理する特
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別会計でございます。主な内容、事業効果等につきましては、決算説明資料40ページ、41ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 次のページをお開き願いたいと思います。平成21年度国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算書については、省略をさせていただきます。 

 次に、３ページをごらんいただきたいと思います。平成21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、１としまして歳入、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一般被保険者に係ります国民健康保険税で

ございます。現年度課税分２億4,339万967円、収納率は97.42％でございます。対前年比で

0.92の増という内容でございます。繰り越し分でございますが、683万4,326円、不納欠損

額は６人で227万7,117円、滞納繰越分の収納率は21.95％でございます。前年度対比で申し

ますと0.45％の減でございます。 

 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

されて年金受給権のある方で老人保健等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。現年度課税分791万2,759円、収納率は97.5％でございます。対前年比

で1.63％の減でございます。滞納繰越分につきましては５万2,767円、滞納繰越分の収納率

につきましては100％でございました。１目、２目の収入未済額合計で、実人員116名、

2,867万1,040円でございます。このうち平成22年８月末現在では、244万9,117円を収納し

てございます。収納率は8.54％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一

般被保険者に係る保険給付費の34％が国より交付されるものでございます。 

 ２目高額医療費共同事業負担金、この目につきましては高額医療費共同事業拠出金に対

し４分の１が交付されるものでございます。 

 ３目特定健康診査等負担金、この目につきましては特定健康診査等に要する経費に対し

まして３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。 

 ２目介護従事者処遇改善臨時特例交付金、この目につきましては介護従事者の報酬が引

き上げられたことに伴いまして、介護納付金が上昇したため、その抑制をするということ

で国よりその上昇相当分に対しまして交付されるものでございます。 

 次に、４ページをごらんいただきたいと思います。３目出産育児一時金補助金、この目

につきましては出産育児一時金が平成21年の10月から４万円引き上げられたことに対しま

して、国から６分の３の交付を受けているものでございます。 

 ３款１項１目療養給付費等交付金、この目は退職被保険者に係る療養給付費、療養費、

高額療養費から退職被保険者分の国民健康保険税、老人医療費拠出金等を除いた額が社会

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。 

 ４款１項１目前期高齢者交付金、この目につきましては65歳から75歳未満の加入者の割
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合に対しまして保険者間の医療費の負担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が道から交付されるものでございます。 

 ２目特定健康診査等負担金、この目につきましては国庫負担金と同様に３分の１が道か

ら交付されるものであります。 

 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。 

 ６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に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に１件当たり30万円を超える医療費に対しまして各市町村

国保から拠出されております財源をもとに都道府県単位で費用負担を調整するために交付

されるものでございます。 

 ７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

からの繰入金でございます。保険税の減額分の補てんを行う減額分の補てん、出産育児一

時金に係る部分、その他職員の人件費等に関する繰り入れでございます。なお、１節保険

基盤安定軽減分繰入金、５ページに移りまして２節の保険基盤安定支援分繰入金につきま

しては、道、国それぞれ合計で2,379万7,042円を財源として交付されてございます。 

 次、９款諸収入、３項雑入、３目一般被保険者返納金、４目退職被保険者等返納金、こ

れらの目につきましては被保険者が資格等を喪失したときに療養費等の給付を受けること

ができなかった分に対しまして、一般保険者分２名、２医療機関、退職被保険者分、１医

療機関について世帯主または医療機関からの返納をいただいたものでございます。 

 次、６ページをごらんいただきたいと思います。５目雑入、この目につきましては平成

19年度老人保健医療費拠出金の精算に伴います返還金が主なものでございます。 

 次、７ページをごらんいただきたいと思います。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職員の人件費及び事務経費で

ございます。13節の委託料につきましては、システム保守、共同電算事務処理、レセプト

点検に係る経費でございます。25節の積立金につきましては、基金への積立金でございま

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。 

 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

回開催に要しました経費でございます。 

 次、８ページをごらんいただきたいと思います。２款保険給付費、４項出産育児諸費、
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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交付しております。13名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

された場合に１万円を葬祭給付費として給付しております。11名の給付に要した経費でご

ざいます。 

 次に、９ページをごらんいただきたいと思います。３款１項１目後期高齢者支援金、こ

の目につきましては後期高齢者医療制度に対する支援で、社会保険診療報酬支払基金が算

定いたしました額を同支払基金に支払い、同支払基金から後期高齢の広域連合に支払う経

費でございます。 

 ４款１項１目前期高齢者納付金、この目につきましては社会保険診療報酬支払基金が交

付する前期高齢者納付金に係る負担金として納付したものでございます。 

 ６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について医療保険

各法の保険者が40歳以上65歳未満の第２号被保険者の加入者数により負担しております。

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。 

 ７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。 

 ８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費、この目につきましては特定診査、特

定保健指導により糖尿病、高血圧、高脂血症等の予防を図ることを目的にした事業でござ

います。特定健康診査につきましては281名の方が受診をされております。 

 次に、10ページをお開き願いたいと思います。２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保健保持のために行う各種事業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、総合健診の委託料で対象者287名がおりまして、その中

で申し込みがありましたのが95名、実際の受診者数は83名の内容でございました。 

 ９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金、この目につきましては平成20年

度の療養給付費等の精算に伴いまして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。 

 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 ３ページの介護従事者処遇改善臨時特別交付金について伺います。この件は、

雇用状況の増進といいますか、農業やら林業やら、あるいは介護分野においてまだ就職の

先行きの見通しがあるよというようなことで国が推進している中で、この介護に関しては

非常に需要はあっても労働条件、賃金が思うようでないというようなことで３％の増額を

しようというような方針の中で給付になったここにありますように特例交付金ですから、

普通交付金と違いまして使い道は特定されていると思うのです。そういう中で、この交付

金がどのような使われ方、本当に介護従事者に直接支払われるような使い方がされたのか、

内容についてお伺いします。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 今質問ありましたように、このことにつきましては国等の見直しの中で

介護従事者の報酬をアップをしなさいよということの中で、当然町が介護等に、介護とい

うか、介護保険のほうにもかかわるのですけれども、その中で経費がアップしたとか、そ

ういう部分に対して町が受けて支出を当然伴う部分に対して補てんをされているというふ

うに解釈していますけれども。 

 ちょっと説明あれですか。国のほうで介護従事者の処遇を改善しなさいよということの

通知がありました。それを受けまして、介護事業の中で介護従事者の報酬等も当然見直し

をしなさいと。それに伴いますこの部分のうちの国保に関する部分、ここで言えば国保な

のですけれども、国保に関する部分をここで受けまして、当然先ほどありましたような後

期高齢なり、そちらのほうにそれも含まれた中で支出をしているということになろうかと

思います。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 ちょっと雑駁な説明でよくわかりません。はっきりわかりやすく質問します。

町にこういうお金が来ましても町職員、準職員、給与規定の中で特殊勤務手当とか今廃止

になっていますから、そういう給付されていないですよね。だとすると、どういう使われ

方をしたか。直接介護従事者、例えば臨時の人なりパートの人なり、そういう人たちに本

当に介護のための手当の増額として払われたのか。私が最初に申し上げました全体的な普

通交付金として予算の中に全部組み込んで使ってしまって、どこに76万6,000円が使ったの

かわからないのか、そのことを質問しているのです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 町の部分に関しましては、受けまして町に関しましては新たにその分で

手当を出したとか、そういうものはございません。ただ、これを受けた中で当然介護、介

護の特別会計も絡んでくるかと思いますけれども、その中でそれぞれの介護サービスにか

かってくる分に対するこちらの会計からも当然、会計というか、高齢者に関する部分を支

出してございます。負担金を出してございますので、その中でサービス等を受けた方々の

中に入ってきているのかなというふうに思っていますけれども。ちょっと説明があれです

か。僕ら直接町の職員なりの介護に関する部分に携わっての支出ではないというふうに解

釈していますけれども。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 私が想像していたとおりなのですね。この給付金といいますか、交付金は介

護従事者に対する報酬を上げるということが目的だったはずなのです。それを普通交付税

のような使い方を、例えば経費が何にかかるから、何の仕事が楽になるから使ったよとか、

そういうことでは私は済まされないと思うのです。私以前にこのことを、これ決まったと
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きに質疑したことあるのです。例えば民間の事業者、経営が大変だ、３％上げてくれたけ

れども、１％は経営者がとって２％しか従事者に行かないのではないかと、こういう論議

も既にあったのです。ですから、私はそこのところをはっきり、本当に従事者に手当にな

ったのか。労働条件、改善しないですよ、今説明のような使われ方をしたら。再度伺いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 先ほど国保会計の中で、介護給付の関係で歳入に入る関係についての関

係ありました。３ページのほうで入ってくるお金というのは、国保会計では９ページにあ

ります介護納付金の中で社会保険庁に１回払うと。社会保険庁のほうから今度介護保険会

計の中に介護保険の中で入ってくるという処理の仕方です。だから、あくまでも介護保険

会計の中で介護保険の処遇の３％が上積みされて施設に交付されるということになってい

ます。その３％に関しては、当然職員の給与待遇改善に充てなさいという中身の中に、当

然ＮＰＯ法人なりはまなす園なりに介護保険料の中で施設の給付費として支出していく中

身です。そういう中で改善がされているかされていないかの問題については、当然それは

特別に交付されたものでございますから、施設としては給料のベースアップに使うのが建

前になっているということでとらえております。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 先ほど町民課長の説明では、町の事業の中でいろんなことに、改善のために

使っていたような説明でしたよね。今の総務課長の説明では、私は今総務課長の説明のよ

うな認識をしていました。各施設の介護従事者に払われていると。その趣旨のことを私は

質疑した覚えがあるのですが、それが本来であります。ですから、ちょっと申し上げたい

のは、出てきたお金がＮＰＯなりはまなすなり、そういう従事者のところにこの76万

6,000円ですか。それが行ってしまったのか、町もそういうことを担当している人いますよ

ね。福祉協議会にも関係するのだと思うのですが、そういう人たちのところにそれぞれ行

っているとすればどのぐらいずつ行っているのですかと、そこのところを知りたいのです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問に関しては…… 

〇田村議長 課長、マイク。 

〇鈴木まちづくり政策課長 済みません。処遇改善のいわゆる３％分が果たして事業者の

ほうに渡った中で、従業員の方々に行き渡っているのかというような意味合いの説明だっ

たように聞いておりましたけれども、それでよろしいかとまずは確認させていただきたい

のですけれども、この３％分につきましては新聞報道で、その処遇改善分が支給された中

では、なかなか行き渡っていないだろうという一部報道の中では確かにございました。そ

の介護施設にかかわりましては、本町におきましてはＮＰＯ法人と社会福祉法人が実際に
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介護のサービスを行っているという施設になっているかと思います。ＮＰＯ法人にかかわ

りましては、その認定なり指導監査なりという部分が町には持ち合わせておりませんので、

その内容につきましては把握はしてございません。ただ、今回の一般会計の決算審査の中

でもご質問ございました権限移譲の関係で、北海道の権限移譲事務に当たっては一部の中

でＮＰＯ法人の認証事務にかかわりましては新年度から本町におきましてもその権限移譲

事務を行うべく北海道の意向に沿った形でただいま事務を進めているということで、新年

度からはその分については認証にかかわる事務が進めていけるのかなというふうには思っ

てございますのでご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 総務課長。 

〇上村総務課長 介護保険会計になるのですが、７ページ、それぞれ介護サービス等の諸

費の中で居宅介護サービス給付費、それから地域密着型施設介護給付費、それぞれ単価に

よって３％上乗せになった中で介護報酬とした中で支払われていると。それが３％の上積

み分は給料にはね返りなさいよ、処遇改善にはね返りなさいよという趣旨のものです。あ

とは、問題は町がそれをちゃんと職員の待遇に当たっているかどうかのチェックをきちっ

としていかなければならないというふうに思っています。先ほど言ったようにＮＰＯにつ

いては、町のほうで権限移譲で監査権も持っているし、社会福祉協議会、そしてはまなす

園についても私どももある程度指導、助言できる立場にいます。それらを含めた中で施設

が完全に職員の処遇改善に使われているかどうか、その辺については今後チェックをしな

ければならない問題だなというふうに思っていますので、そういう面で３％上乗せになっ

た中で介護給付の中でそれぞれ支給されているということでご理解を賜りたいと思いま

す。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 もう一度確認したいのですが、今はまなす、ＮＰＯ、それから社会福祉協議

会が出ました。先ほどから私が聞いている町の職員というか、もちろん正職員、準職員は

対象外としても違う立場で働いている人います。そういう人たちには、この処遇は当ては

まらなかったのでしょうか。例えば臨時職員いますよね、いろいろな形で。それもさっき

からお聞きしているのですが、このことも確認したいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 申しわけございません。老人ホームも介護施設ということで、町の職員

として介護施設でございますから、当然その中に職員の待遇改善というものを老人ホーム

のほうにもその上乗せはあるということで承知しています。ただ、それがうちの町職員に

対して、そのことによって特別な待遇改善をしたということではないので、ただ施設につ

いてはその３％については有効に使われているというふうに認識しておりますので、ご了

解賜りたいと思います。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 
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〇杉江議員 有効に使われているのはもちろん当たり前なのですけれども、そういう正規

のというか、正規のでないのと分けたらうまくないのですが、町正規職員、準職員以外の

人たちの場合は、そういう手だてをできないことになっているから施設の経費として運用

したという意味ですか。その判断をできるけれども、全体的な経費として使ったのか、そ

このところをちょっと聞きます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 それぞれ社会福祉法人なりＮＰＯなり社会福祉協議会に行っている３％

の上積みについてはご理解賜ったというふうに思っています。問題は、町の職員で３％上

積みになっている介護施設が、当然老人ホームがあるではないかと。その辺については、

総体の中で処理をしているということでご理解を賜りたいと。特別な３％の上乗せをした

中の処遇改善の対応をしていないと、それから職員、準職員、臨時その他の関係もろもろ

も含めた中で、総体の措置費の中で整理をされているということでご理解を賜りたいと思

います。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 説明はよくわかりました。ただ、正規の町の職員以外の臨時職員や何かに対

して処遇改善されていないということだったら、一番率先して処遇改善しなければならな

い浦幌町という立場の中の施設にいる人たちが処遇改善されていないと、こういうことに

なりますよね。どんなふうに考えますか、このことを。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 老人ホームの場合の職員については、町の一般的な事務職員という考え

でないわけですから、当然介護の福祉士の資格を持っている者、それから長年そういった

中で長期の臨時として使っている者については、それなりの待遇改善の中で町の同じ臨時

職員としても給与の形態は違うような形で使っていっていますので、その辺は施設につい

てはやはりそういうような待遇改善というのですか、資格によった臨時職員の体系をとっ

ているということでご理解を賜りたいと思います。ただ、老人ホームにいる職員について

は、そういう特別なそのために養護手当だとか、特別な手当を出しているということでは

ないということでご理解を賜りたいというふうに思っています。 

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。 

 これより認定第４号を採決いたします。 
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 認定第４号を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21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。 

〇大山町民課長 認定第５号 平成21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21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22年９月６日提出、浦幌町長。 

 別冊の歳入歳出決算書をもって説明させていただきます。平成21年度浦幌町老人保健特

別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支調書、区分、１、歳入総額435万4,846円、２、歳出総額424万3,979円、３、歳

入歳出差引額11万867円、５、実質収支額11万867円。 

 本会計につきましては、老人医療制度に係ります医療の収支を処理する特別会計でござ

います。主な内容につきましては、決算説明資料42ページに記載してございます。 

 次のページをごらんいただきたいと思います。平成21年度老人保健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。 

 次に、３ページをお開き願いたいと思います。平成21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社会保険診療報酬支払基金からの現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は老人保健

医療費に対します道からの現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老人保健

医療に係ります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、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。 

 次に、４ページをごらんいただきたいと思います。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等によりまして３医療機関から返納いただいたものでござ

います。 

 次に、５ページをお開き願います。歳出、１款１項医療諸費、１目医療給付費、この目



 － 27 － 

につきまして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、支払基金

を通じて各医療機関に支払われるものでございます。 

 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医療給付費

及び負担金につきましての精算に伴います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号を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21年度浦幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

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。 

〇大山町民課長 認定第６号 平成21年度浦幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について。 

 平成21年度浦幌町後期高齢者医療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22年９月６日提出、浦幌町長。 

 別冊の歳入歳出決算書をもって説明させていただきます。平成21年度浦幌町後期高齢者

医療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6,805万3,346円、２、歳出総額6,759万4,988円、

３、歳入歳出差引額45万8,358円、５、実質収支額45万8,358円。 

 本会計につきましては、後期高齢者医療制度に係ります後期高齢者医療広域連合に対し

ます収支の会計を処理する特別会計でございます。主な内容、事業効果につきましては、

決算説明資料43ページに記載のとおりでございます。 

 次のページをお開き願いたいと思います。平成21年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算書については、省略をさせていただきます。 
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 ３ページをお開き願いたいと思います。平成21年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算事項別明細書、歳入、１款１項１目後期高齢者医療保険料、この目につきましては75歳

以上の方及び65歳から75歳未満で一定の障害のある方からいただく保険料でございます。

被保険者数1,040人に係る保険料で、うち887名が公的年金からの特別徴収で、残り163名が

普通徴収で納付されるものでございます。現年度分3,596万1,400円、収納率99.89でありま

す。収入未済額につきましては２名で５万1,000円であります。 

 ２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、この目は後期高齢者医療広域連

合納付金に要する経費として広域連合事務費分の繰入金と保険料軽減措置分につきまして

一般会計から繰り入れるものであります。なお、保険料軽減措置分につきましては措置額

の４分の３が道から交付されるものでございます。 

 ５款１項広域連合交付金、１目後期高齢者医療高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金、

この目につきましては制度の広報事業に要する経費でございまして、広域連合から100％交

付されるものであります。 

 次の４ページをごらんいただきたいと思います。６款国庫支出金、１項国庫補助金、１

目高齢者医療制度国庫補助金、この目につきましては制度円滑化事業運営事業といたしま

して保険料の軽減対策に係りますシステム改修に要する経費につきまして100％で交付を

受けたものでございます。 

 次に、５ページをごらんいただきたいと思います。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本会計に係る職員の人件費及び事務経費でござい

ます。13節委託料につきましては、制度円滑化運営事業にかかわりますシステム改修等で

ございます。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、この目につきましては後期高齢者医療広

域連合に対します納付金でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほど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。 

 これより認定第６号を採決いたします。 

 認定第６号を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。 

 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
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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５５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９ 認定第７号 

〇田村議長 日程第９、認定第７号 平成21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。 

〇大山町民課長 認定第７号 平成21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。 

 平成21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22年９月６日提出、浦幌町長。 

 別冊の歳入歳出決算書をもって説明させていただきます。平成21年度浦幌町介護保険特

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５億6,906万6,548円、２、歳出総額５億5,735万

6,604円、３、歳入歳出差引額1,170万9,944円、５、実質収支額1,170万9,944円。 

 本会計につきましては、介護保険の運営及び介護給付費に関します収支並びに地域包括

支援センターの運営に係る経費を会計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44、45ページに記載のとおりでございます。 

次のページをお開き願います。平成21年度介護保険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ページをごらんいただきたいと思います。平成21年度介護保険特別会計歳入歳出決算

事項別明細書、歳入、１款１項介護保険料、１目第１号被保険者介護保険料、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

分につきましては8,503万7,200円、収納率99.9％で、前年度対比0.1％の減でございます。

滞納繰越分につきましては13万600円、滞納繰越分の収納率につきましては17.57％でござ

います。不納欠損額につきましては３名で30万1,800円、収入未済額につきましては７名、

39万8,400円であります。このうち収入未済額につきましては、平成22年８月末現在で５万



 － 30 － 

4,970円を収納し、収納率13.79％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ものでございます。 

 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ございますが、75歳以上の後期高齢者の割

合や所得段階での構成割合が全国平均と比較いたしまして多い場合は５％を超えて交付さ

れ、逆に全国平均より少ない場合につきましては５％を下回って交付されるものとなって

ございます。本町におきましては8.74％の交付割合でございます。 

 ２目地域支援事業交付金、この目につきましては地域支援事業費のうち介護予防事業に

ついて対象経費の25％、任意事業につきましては対象経費の40％が交付されるものでござ

います。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金、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12.5％が道から交付されるものです。 

 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の対象経費12.5％、任意事業について対象経費の20％が道から交付さ

れるものでございます。 

 次に、４ページをごらんいただきたいと思います。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30％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。 

 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30％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

費繰入金といたしま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ります

12.5％と地域支援事業繰入金としまして地域支援事業費のうち介護予防事業に係ります

12.5％、任意事業については20％の市町村の負担分、介護保険事業に係ります職員の人件

費、事務経費等を一般会計から繰り入れるものでございます。 

 次に、６ページをごらんいただきたいと思います。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かかわります人件費及び事務経費

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節役務費については、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節委託料につきましては、介護保険施設及び居宅介護施設等にかかわります認定調査を

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人の委員によります介護保険
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運営協議会を２回開催いたしました経費でございます。 

 次に、７ページをごらんいただきたいと思います。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

険者が事業所からサービスを受けたサービスの費用に対しまして保険給付費で支払うもの

でございます。国保連合会等を通じて各事業者に支払われるものでございます。 

 ２目高額介護サービス等費、この目につきましては各世帯の所得状況に応じて１カ月に

支払う費用の限度額が定められており、その限度額を超えた額を高額介護サービス費とし

て保険者が支払うものでございます。 

 ３項１目高額医療合算介護サービス等費、この目につきましては介護保険と医療保険を

利用した際に自己負担の年額が高額になったときに保険者が支払う経費でございます。 

 ４項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住居費及び滞在費及び食

費の負担が低所得者の方にとって過剰な負担とならないように所得に応じて定額の負担限

度額を定めております。これによりまして、低所得者等の負担軽減を図るために本人負担

以外の分を国保連合会に支払う経費でございます。 

 ８ページをごらんいただきたいと思います。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等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に支援をする

経費でございます。 

 ３目包括的支援事業費、この目につきましては町地域包括支援センターの職員の人件費

及び業務運営に係る経費でございます。 

 ９ページをごらんいただきたいと思います。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20年度分の介護給付費負担金等の精算に伴います

返還金に係る経費でございます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金につきましては、平成20年度の精算によりまして一般会

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。ご審議のほど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。 

 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 介護と所得税の障害者控除に関する関係について少々お伺いしたいと思いま

す。私かつてこのことについて、一般質問をさせていただいたことがございます。障害者

認定になっていなくても介護度があれば、所得税の障害者控除が受けられますよという制

度があって、周知徹底しているのかという質疑をさせていただきました。おかげさまでそ

れ以降、広報等で税金の時期になったらそういうお知らせを積極的にしてほしいというこ
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とで対応していただき、その後多少ふえた経緯もございます。現に今その時点で寝たきり

の方が障害者控除を受けれていないということをご指摘申し上げたわけですけれども、そ

の後介護度の見直しといいますか、厳しい認定になってきたということで同僚議員も一般

質問をした経緯があると思います。そういうことを含めて、現在要介護で、浦幌町は比較

的積極的に介護の必要な方を障害者認定するのが早かったということで、私が質問をした

当時も非常に浦幌は多い数字であったと思います。そういう中で、積極的に障害者認定を

していただいて、介護認定だけの方は少ないかと思うのですが、障害者認定されていない

介護度の障害者控除を受けれる方が漏れていないかどうか。非常に数字的なことですから、

把握できていないかもしれませんが、個人それぞれの非常に重要なことですから、その辺

のことわかりましたらお知らせ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。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 障害者控除の対象者の認定ということになると思いますけれども、

認定の基準につきましては、要介護３以上の方につきましては特別障害者として認定と。

要介護１から２の方につきまして、ベッド上の生活が主で、あと認知の部分もあるという

ふうな方については特別障害、またそれ以外の方について要介護、要支援を受けた方につ

いては軽度の認知症等があれば障害者という形で認知をしております。介護度の受けてい

ない方の部分につきましては、介護認定申請時に当該者の現状の生活状況というふうなこ

とを書いていただく欄がありますので、その中で６カ月以上寝たきりで日常生活に支障が

あるような状態というふうなことで記入があれば、職員がその家庭を訪問して当該者の状

況を確認させていただきながら、寝たきりの状態でありながら、また……済みません。寝

たきり高齢者の日常生活動作の状況において、歩行の部分で一部介助以上の部分に該当し

て、かつ排せつ、食事、入浴、衣類の着脱等で１つでも一部介助が必要だというふうな方

については特別障害者ということで認定をすることで要綱を定めながらやっているところ

です。この部分につきましても広報等で周知をしているところですけれども、平成20年度

の証明書の発行が30件、21年度の発行が26件というふうな状況になっております。 

（何事か声あり） 

〇広瀬保健福祉課長 制度の内容の部分につきましては、広報等で周知しておりますけれ

ども、該当者の部分で認定のほうを受けているかどうかというところの状況の把握につい

てはまだしておりません。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 ただいまの報告によりますと、介護の申請ある時点で障害者の認定もあわせ

て行っているという趣旨でよろしいのですね。非常に積極的に対応していただいて、多分

漏れている方がおられないのだろうというふうなことを期待しているわけですが、１点、

一昨年から介護認定の見直しということで、非常に厳しくなるというような私たちは認識

を受けている状況にあります。その時点で、同僚議員の一般質問の中で当時浦幌町は認定
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度が変わったりすることはないようにという努力的な答弁をいただいたように思っていま

すけれども、それは東部で４町であわせてやることですから、浦幌だけがそういう対応が

できたというふうには思っていませんけれども、そのことで障害者、要するに介護認定度

が下がった、上がったという方が現実にいたのかどうか、そして障害者控除が外れるよう

な事態になった人がいたのか、把握できていましたらお知らせください。 

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 昨年の４月に見直しがされまして、また10月に見直しがされたとこ

ろですが、10月の見直しの部分につきましては日常の生活状態がどうなっているのかとい

うところで前よりも日常生活の状態の度合いを重視する内容で改定されたところですけれ

ども、その内容の見直し後の認定度の軽くなった方の部分につきましては、浦幌では14名

おられました。この部分で全員が全部チェックしておりませんけれども、本人の身体的な

状況が改善されて軽度になったというふうな事例も多くあるというふうなことでは押さえ

ております。ただ、その辺の件数の割合というところは具体的には押さえておりませんけ

れども、身体的に改善されて軽度になったという人もその中には含まれているということ

でございます。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 今報告ありましたように14名の方が介護度の見直しがあったということで、

例えば３の方が２になるということは障害者控除、特別障害者控除の境目ですよね。この

ことも当然正確に言えば税法上のランクの違う控除が発生するわけですけれども、そのこ

とも把握できていますか。町民課、どうでしょう。福祉課でわかりますか。 

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 認定のほうにつきましては、こちらのほうの業務でございますが、

介護度が軽くなったことによる障害者控除の部分、影響の件数の部分については今こちら

としては押さえておりません。申しわけありません。 

（何事か声あり） 

〇田村議長 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 介護度３を受けていた方で介護２になったというふうな方は、件数

としては６件、そういう軽度になった人はございます。ただ、そこの部分と控除という部

分とは、まだちょっとこちらとしては突き合わせはしておりません。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 介護度と障害者認定を同時に進めているという中では、当然これ３が２にな

れば障害者控除の額が違いますよね。その辺の対応は、行政としてはきちっと本人という

か、家族に伝えなければならないというか、もしかすると３のままの障害者申請で控除を

受けているかもしれないし、これ障害者申請は介護の控除は毎年しなければならない、そ
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ういうことですか。私ちょっとそこまでは把握していませんけれども、１回もらったらそ

のまんまでいいという、障害者認定もらったらそのままでいいということではないですよ

ね、介護の場合は特に。そう思うのですが。 

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 毎年の本人からの申請というふうなことで、こちらが承認するとい

うことでなっておるように認識しております。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 私も多分そうだろうと。障害者控除の場合は、毎年福祉課へ行って証明書を

もらいますよね。毎年だと思うのですが、ということは介護度が変われば当然障害の程度

が変わってしまったということで、当事者からすれば介護認定が変わったということで不

利益が起きたと。今までが正しくなかったのかという、そういう論議になるのですが、毎

年窓口でそのことの認定をするということですから、税金の控除の証明としては適切に行

われているというふうに解釈しますけれども、その辺のことを最初も申し上げましたよう

に積極的に浦幌町は対応していると私は思っています。その辺のことを十分今後も広報等

で納税時期に合わせて対応していくべきだというふうに思います。最後にお答えを聞いて

終わります。 

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 障害者控除の制度の部分につきましては、広報等でも十分ご理解い

ただけるように周知しながら、窓口にそういう申し出の部分があったときには、きちんと

そういう具体的な説明も含めて窓口でもきちんと対応していくように努めていきたいとい

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 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。 

 これより認定第７号を採決いたします。 

 認定第７号を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。 

 

    ◎日程第１０ 認定第８号 
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〇田村議長 日程第10、認定第８号 平成21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。 

〇菅原診療所事務長 認定第８号 平成21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。 

 平成21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22年９月６日提出、浦幌町長。 

 別冊をごらんいただきたいと思います。平成21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、区分、１、歳入総額３億3,516万5,637円、２、歳出総額３億2,727万

9,247円、３、歳入歳出差引額788万6,390円、５、実質収支額788万6,390円。 

 本会計は、町立診療所の管理運営及び診療にかかわる収支を処理する特別会計でありま

す。診療状況など主な内容並びに一般会計繰入金にかかわる交付税算入措置額につきまし

ては、成果報告書46ページに記載のとおりでございます。 

 次のページをごらんいただきます。平成21年度浦幌町立診療所特別会計歳入歳出決算書、

歳入歳出につきましては省略させていただきます。 

 ３ページをごらん願います。平成21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１目繰

越金につきましては、特に説明を加えることはございません。 

 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入、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。収納率99.97％でございます。収入未済額は５万715円で、

件数で２件、実質人員で２名でございます。 

 ２項１目雑入、この科目の主なものは医師会からの休日診療確保対策交付金12万4,200円

でございます。 

 ２目過年度収入、この科目の主なものは診療報酬の滞納繰越分であります。収入済額は

32件の19万5,940円、収納率17.13％でございます。 

 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

運営にかかわる経費及び事務職員の人件費でございます。18節備品購入費につきましては、

説明資料47ページに記載のとおりでございます。 

 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、医薬機器の保守業務委託料及び賃借料などの内容でござい

ます。11節需用費、18節備品購入費につきましては、説明資料47ページに記載のとおりで

ございます。 

 ２款１項公債費、１目元金並びに次のページ、２目利子につきましては、町立診療所建
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設事業債の償還元金及び償還利子でございます。 

 ３款１項１目予備費は執行しておりません。 

 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。 

（「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号を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21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21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21年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の認定

を求める。 

 平成22年９月６日提出、浦幌町長。 

 別冊の決算書をごらんください。平成21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６億5,974万5,735円、２、歳出総額６億5,850万

7,363円、３、歳入歳出差引額123万8,372円、５、実質収支額123万8,372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48ページに記載のとおりでございます。 

 １ページ、２ページ目の平成21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ページをごらんください。平成21年度公共下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につきましては、
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継続分３件の内容でございます。２節滞納繰越分、収入未済額36万1,664円につきましては、

２件、２人分でございます。 

 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38万1,386円につきましては、135件、35人分でございます。２節滞納繰越分、収入未済

額10万1,202円につきましては、54件、９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

公共下水道事業における国庫補助金で、内容は主に浦幌終末処理場及び中継ポンプ所の機

器更新工事でございます。 

 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下水道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49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。11節需用費、修繕料、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。11節需用費、修繕料、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。13節委託料、15節工事請負費につきましては、説明資料49ページに記

載のとおりでございます。 

 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） 
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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号を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21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10号 平成21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21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22年９月６日提出、浦幌町長。 

 別冊の決算書をごらんください。平成21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5,162万2,717円、２、歳出総額5,090万1,921円、

３、歳入歳出差引額72万796円、５、実質収支額72万796円。 

 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。

主な内容及び事業効果につきましては、説明資料50ページに記載のとおりでございます。 

 １ページ、２ページ目の平成21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21年度個別排水処理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

つきましては個別排水処理施設設置にかかわる受益者の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、この科目につきまして

は現年度分181件の使用料でございます。 

 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
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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51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。21年度は９戸が水洗化になっております。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３件でございます。 

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

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。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51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10号を採決いたします。 

 認定第10号を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 認定第１１号 

〇田村議長 日程第13、認定第11号 平成21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。 
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 施設課長。 

〇賀下施設課長 認定第11号 平成21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21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22年９月６日提出、浦幌町長。 

 別冊の決算書をごらんください。平成21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４億5,513万1,122円、２、歳出総額４億5,311万

6,144円、３、歳入歳出差引額201万4,978円、５、実質収支額201万4,978円。 

 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。主な内容及び事業効果につきましては、説明資料52ページに記載のとおりでござい

ます。 

 １ページ、２ページ目の平成21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21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88万

につきましては、219件、64人分でございます。２節滞納繰越分、収入未済額89万1,294円

につきましては、198件、19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15件、改造５件の内容

でございます。 

 ３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。 

 ４款１項１目繰越金、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。 

５款諸収入、１項雑入、１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

は浦幌町簡易水道配水管路調査設計及び厚内地区配水管更新工事にかかわる補助金でござ

います。 

２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。 

 ３目農地有効利用支援整備事業補助金、この科目につきましては浦幌町簡易水道貴老路

地区配水管新設工事にかかわる補助金でございます。 

 ６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水道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53ページに記載のとおりでござい
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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53ページに記載のとおりでございます。なお、11節需用費における不用額は執行残で

ございます。 

 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揚水機取り

かえ工事などに関する経費の内容でございます。13節委託料、15節工事請負費、19節負担

金、補助及び交付金につきましては、説明資料53ページから55ページに記載のとおりでご

ざいます。 

 ２目地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業費、この科目につきましては浦幌町簡易

水道厚内地区における水源の地下ボーリング調査にかかわる内容で、説明資料55ページに

記載のとおりでございます。 

 ３目地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費、この科目につきましては浦幌町簡易水

道における配水連絡管の新設及び更新を図るもので、繰越明許費にて実施する内容でござ

います。 

 ４目地域活性化・生活対策臨時交付金事業費、この科目につきましては平成20年度繰越

明許により浦幌川治水施設から浦幌浄水場までの老朽化した導水管を更新して安定した取

水量を確保することにより水道水の安定供給を図る内容で、説明資料55ページに記載のと

おりでございます。なお、不用額につきましては執行残でございます。 

 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。 

 ６番、差間議員。 

〇差間議員 厚内の水道は、昔からすごく水がいいと、そういう評判でずっときています。

何か最近水が少なくなってきたと。そして、いろいろボーリング等をやっていました。で

すから、あの近辺の人は水がなくなるのでないかというちょっとした先入観を持って見て

いるようなのです。しかし、私は課長にも前に聞いていたとおり水の心配はないと。どう

なのですか、ざっくばらんに言って。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 前もそのような内容でお話ありまして、地下ボーリングをして水源の確

保を図ったわけなのですけれども、事情は水源の上流側が民有林でして、そこの民有林の

部分が平成９年から十二、三年ぐらいにかけて伐採されたということもありまして、森自
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体が貯水能力をなくして、しかも雨降ると土砂、濁流となって出てくるという今までなか

った状況が生まれ始めました。その中で、厚内の人口がふえていかない部分で、今まで水

量としては何とか間に合った形で安定供給をすることができていましたが、今ここ数年渇

水期が続いた中で、第１水源、第２水源とあるのですが、冬期につきましてはどうしても

第２水源のほうの水が当てにならない状況で、今私が話しました森、林、木を伐採した中

で水量が減ったということがあって、どうしても今後の安定供給に支障を来すのではない

かということも懸念しまして今回ボーリングをしたのですが、やはり冬期間については、

例えば漏水がだんだんとふえてきているという状況がありまして、その漏水が配水管の漏

水であればある程度見つけることもできるのですが、配水管から給水管を引き込んでいる

ところで漏水をしていると、なかなか厚内の事情からすると見つけにくいということがあ

って、見つけるにしても時間がかかると。そういうことで、１カ所で大体１トンとすれば

１日24トン、実際に70トン使われているのですけれども、１カ所で24トンで大体94トンぐ

らい、もう一カ所また漏水しますと118トン、120トンぐらいという形になるのですけれど

も、そのときにちょっとかなり今の水量では渇水期には厳しい状況が出てくるのではない

かと予想されまして、今回ボーリングをして水量は確保はできるのですが、前も申し上げ

ましたように鉄分がどうしても大きく出過ぎて、これを処理するにはなかなか難しい状況、

今もまだ幾ら日本の水道技術が上がったとしても鉄分の120という数字というのは、なかな

か0.3まで落とすことができないということもありまして、今また前にも考えていた大西沢

の水を今採取はしているのですけれども、そこのところはなかなか冬場水が入ってこない

という、取水施設が余りよくないということもありまして、そこの改良も含めてちょっと

今後検討していきたいなと。そして、水量を確保していきたいというような形で今は考え

ているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 今でも水源地の下のほうに、前にはシャケの生けすがあったのです、卵から

かえして。ところが、ある時期それ水かれてしまって全滅して、それからあそこはやって

いませんけれども、そのころから何となく水が減ってきているのではないかなという、私

もそう思ってはいたのです。しかしながら、今回ボーリングしてみると、あの３本の水流

を見たら物すごい水量ですから、ああ、これは水あるのだなと。今聞いて、いわゆる鉄分

のこれがどういうふうになるのか私はわかりませんけれども、何とか人口も今恐らく300人

台らしいのです。前は800人からいましたけれども、どんどん、どんどん減っていっていま

すから。しかしながら、この水というのは今課長言われたように非常に大事なものですか

ら、何とか地元の人に安定供給のいい水をお願いをするより仕方ないものですから、ひと

つよろしくお願いしたいと思います。 

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 今議員おっしゃられたとおり、生活には必要な水ですから、今後も安定

供給、またきれいな水、おいしい水に向かって努力していきたいと思いますので、ご理解

願います。 

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。 

 これより認定第11号を採決いたします。 

 認定第11号を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11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、暫時休憩をいたします。 

 

午後 １時５３分  休憩 

午後 ２時０９分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第１４ 発委第５号 

〇田村議長 日程第14、発委第５号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出につい

てを議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 総務文教厚生常任委員長。 

〇阿部総務文教厚生常任委員長 発委第５号 地方財政の充実・強化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

より提出します。 

 平成22年９月16日提出、提出者、総務文教厚生常任委員会委員長、阿部優。 

 地方財政の充実・強化を求める意見書（案）について。 
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 世界同時不況に端を発した経済状況は深刻の度を増しており、地域の雇用確保、社会保

障の充実など、地域のセーフティネットとしての地方自治体が果たす役割はますます重要

となっています。 

 とくに、地域経済と雇用対策の活性化が求められるなかで、介護・福祉施策の充実、農

林水産業の振興、クリーンエネルギーの開発など、雇用確保と結びつけこれらの政策分野

の充実・強化が求められています。来年度予算においても本年度の予算規模を地方財政計

画・地方交付税措置に継続的に取り入れるなどの大胆な予算措置が必要です。 

 このため、2011年度の地方財政予算全体の安定確保にむけて、政府に次の通り対策を求

めます。 

記、１つ、医療、福祉分野の人材確保をはじめとするセーフティネット対策の充実、農

林水産業の再興、環境対策など、今後増大する財政需要を的確に取り入れ、2011年度地方

財政計画・地方交付税総額の規模を拡大すること。 

２つ、地方財源の充実・強化を図るため、国・地方の税収配分５：５を実現する税源移

譲と格差是正のための地方交付税確保、地方消費税の充実、国の直轄事業負担金の見直し

など、抜本的な対策を進めること。 

３、2010年度予算において創設された「地域活性化・雇用等臨時特例費」などに相当す

る額を恒久的に地方財政計画・地方交付税措置に取り入れ、自治体が安心して雇用対策に

取り組めるような環境整備をすること。 

４つ、景気対策を通じて拡大する公共事業に対して、地方負担を増加させることのない

よう十分な財政措置を講じること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 平成22年９月16日、北海道十勝郡浦幌町議会。 

 提出先は、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、内閣府特命担当大臣（経

済財政政策担当）、経済産業大臣でございます。 

 議員各位のご協賛を賜りますようお願いを申し上げます。 

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５号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、発委第５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１５ 発委第６号 

〇田村議長 日程第15、発委第６号 森林・林業政策の早急かつ確実な推進に関する意見

書の提出についてを議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 産業建設常任委員長。 

〇差間産業建設常任委員長 発委第６号 森林・林業政策の早急かつ確実な推進に関する

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

より提出します。 

 平成22年９月16日提出、提出者、産業建設常任委員会。 

 森林・林業政策の早急かつ確実な推進に関する意見書。 

 近年、森林に対する国民の期待は地球温暖化の防止、国土の保全や水源のかん養はもと

より、生物多様性の保全への貢献など多様化するとともに、低炭素社会づくりを進めるた

め、木質エネルギー利用を含め、木材利用の拡大に対する期待も増大している。 

 しかしながら、国内の林業は路網整備や森林施業の集約化の遅れが懸念されるなど、我

が国の林業・木材産業は危機的な状況に陥っており、加えて森林・林業の担い手である山

村は崩壊の危機に立っている。 

 こうした厳しい状況を踏まえ、昨年公表された「森林・林業再生プラン」に基づき、国

民の期待に応えていくため、今後、森林整備を着実に推進するとともに、森林の有する多

面的機能の持続的発揮を図りながら森林資源を適切に活用し、森林・林業・木材産業の活

性化による山村の再生を図るため、以下の項目を実現するよう要望する。 

記、１、地球温暖化防止・森林吸収源対策を推進するための安定的な財源措置の確保、

及び森林所有者の植林意欲を高めるための負担軽減措置等による森林経営対策を推進する

こと。 

２、水源のかん養など森林の有する公益的機能の重要性を踏まえ、森林の取り扱いに関

する所有者の責務を明確化するとともに、大面積皆伐の抑制や伐採後に確実に植林する仕

組みを構築すること。 

３、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の制定を踏まえ、低炭素社会

の実現に着目した公共建築物や住宅建設等における木材利用の促進、及び木質バイオマス

利用など国産材の利用を拡大すること。 

４、持続可能な森林・林業の確立に向けて、森林計画の作成や施業の集約化を担う人材、

及び現場事業の担い手などの育成確保を図るとともに、森林整備に要する経費の定額助成

を実施すること。 

５、国民共有の財産である国有林については、公益的機能の一層の維持増進を図るとと

もに、森林・林業政策の推進に貢献するため、国による一体的な管理運営体制を確立する
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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。 

 平成22年９月16日。 

提出先、衆参両院議長、内閣総理大臣、以下関係大臣に提出するものであります。 

 議員各位のご協賛賜りますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

〇田村議長 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６号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、発委第６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１６ 発委第７号 

〇田村議長 日程第16、発委第７号 2011年度国家予算編成における義務教育費無償・義

務教育費国庫負担制度堅持と負担率二分の一復元等教育予算の確保、拡充を求める意見書

の提出についてを議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 総務文教厚生常任委員長。 

〇阿部総務文教厚生常任委員長 発委第７号 2011年度国家予算編成における義務教育費

無償・義務教育費国庫負担制度堅持と負担率二分の一復元等教育予算の確保、拡充を求め

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９月16日提出、提出者、総務文教厚生常任委員会委員長、阿部優。 

2011年度国家予算編成における義務教育費無償・義務教育費国庫負担制度堅持と負担率

二分の一復元等教育予算の確保、拡充を求める意見書（案）。 

 全文の朗読を省略し、要旨を述べます。教育の機会均等と義務教育費無償の原則は憲法

26条で定められており、全ての国民に対して義務教育を保障することは、国の重要な責任

でもあります。 

 子どもたちの生育環境に関係なく、等しく教育を受ける権利は憲法で定められたもので

あり、所得格差が教育格差となる現状は非常に憂慮すべき事態です。とりわけ広域に小規
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模校が点在し、多くの極僻地を有する北海道では全国的な水準との格差のみならず、市町

村間での格差拡大が危惧されます。このまま財政支援が縮小すれば地方の教育水準は確実

に下がることが容易に予想できます。 

 教育予算を確保、充実させ、教育の機会均等と教育水準維持及び向上させることは地方

の住民の切実な願いです。 

 以上のことから次の事項について強く要望します。 

 １つ、義務教育費国庫負担法を堅持し、負担率を二分の一に復元すること。 

 ２つ、30人以下学級を早期実現すること。 

 ３つ、教科書無償制度を継続すること。 

 ４つ、私学助成確保と大幅増額をはかること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 平成22年９月16日、北海道十勝郡浦幌町議会。 

 提出先は、衆参両院議長、内閣総理大臣初め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７号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、発委第７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１７ 発委第８号 

〇田村議長 日程第17、発委第８号 道路の整備に関する意見書の提出についてを議題と

いたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 産業建設常任委員長。 

〇差間産業建設常任委員長 発委第８号 道路の整備に関す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

より提出します。 

平成22年９月16日提出、提出者、産業建設常任委員会。 

 道路の整備に関する意見書。 
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 北海道は、全国の22％を占める広大な面積に179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おり、道路は道民生活と経済・

社会活動を支える重要な社会基盤であるが、冬期の厳しい気象条件に加え多発する交通事

故、自然災害時の交通障害や更新時期を迎え老朽化する道路施設など、道路をとりまく課

題は多い。 

 また、国土の根幹をなす高規格幹線道路から住民に最も密着した市町村道に至る道路網

の整備は、道民が強く要望しているところであり、特にミッシングリンクをかかえ、全国

に比べて大きく立ち後れている高規格幹線道路ネットワークの形成は、圏域間の交流・連

携の強化による地域経済の活性化、道民の命に関わる救急搬送や災害対応といった安全で

安心な生活を確保する上での重要な課題である。 

 こうした中、地方財政は全国的な景気の後退とともに、税収が落ち込むなど、さらに厳

しさを増しており、今後は、国と地方の適切な役割分担のもと、道路整備に必要な予算を

確保するとともに、国が制度を見直す際には、地方の自主性・裁量性を重視した地方にと

って自由度の高い制度とすることが重要である。 

 このような状況を踏まえ、次の事項について強く要請する。 

記、１、高規格幹線道路ネットワークの早期形成を図るため、整備中区間の早期供用を

図るとともに、抜本的見直し区間の未着手区間や基本計画区間などについて早期の事業化

を図ること。 

２、高度成長期に整備され老朽化した道路施設の長寿命化に係る費用に対する支援の拡

充を図ること。 

３、冬期交通における安全性の確保、交通事故対策、自然災害時の交通機能の確保など、

地域の暮らしを支える道路の整備及び維持に必要な予算額を確保すること。 

４、平成23年度から段階的に実施するとされている一括交付金の制度設計の際には、道

路整備に関する地域の様々な課題に対応できるよう制度を充実するとともに必要な予算額

を確保すること。 

５、事業評価に当たっては、地域からの提案を反映させるなど、救急医療、観光、災害

対策など、地域にもたらされる多様な効果を考慮し、総合的な事業評価手法となるよう検

討すること。 

６、地方の財政負担の軽減に資する地方道路整備臨時貸付金制度の維持・拡充を図るこ

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。 

 平成22年９月16日。 

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） 
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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 発議第５号 

〇田村議長 日程第18、発議第５号 町議会議員定数等調査特別委員会設置に関する決議

を議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 発議第５号 町議会議員定数等調査特別委員会設置に関する決議。 

 上記議案を、浦幌町議会会議規則第14条の規定により別紙のとおり提出いたします。 

 平成22年９月16日提出、提出者、浦幌町議会議員、中尾光昭。賛成者、浦幌町議会議員、

二瓶隆、同じく杉江博、同じく髙橋利一、同じく岸田武雄、同じく阿部優。 

 町議会議員定数等調査特別委員会設置に関する決議。 

 次のとおり特別委員会を設置するものとする。 

 １、名称、町議会議員定数等調査特別委員会。 

 ２、設置の根拠、地方自治法第110条及び浦幌町議会委員会条例第４条。 

 ３、目的、本町の特性を踏まえた議員定数などについて調査研究をする。 

 ４、委員の定数、議長を除く全員。 

 ５、期間、調査が終了するまで、議会閉会中も調査することができるものとする。 

 提案理由といたしまして、これまでも議員みずから率先して議員定数の削減や報酬の引

き下げを積極的に取り組んできたところでありますが、町民の議員や議会に対するさらな

る改善を求める声は少なくないのが現状であります。町民の負託を受けた議員、議会とし

ては、これらの声というものを真摯に受けとめながら、いま一度議論をする必要があると

考えます。近年地域主権が叫ばれる中、本町の特性を踏まえた望ましい議員定数などのあ

り方について調査研究をするため、町議会議員定数等調査特別委員会の設置を提案するも

のであります。 

 議員各位のご賛同を賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。 

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） 
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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。 

 これより発議第５号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、発議第５号は原案のとおり可決されました。 

 ただいま議長を除く全員で構成する町議会議員定数等調査特別委員会が設置されまし

た。直ちに委員会を招集いたしますので、正副委員長の互選を行っていただきたいと思い

ます。場所は、議員控室といたします。これをもって通知済みといたします。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

 

午後 ２時４０分  休憩 

午後 ２時５９分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎諸般の報告 

〇田村議長 諸般の報告をいたします。 

 ただいま設置されました町議会議員定数等調査特別委員会より正副委員長の互選結果が

議長に提出されました。 

委員長に岡田愛啓委員、副委員長に野村俊博委員が選出されましたので、ご報告をいた

します。 

これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第１９ 発議第６号 

〇田村議長 日程第 19、発議第６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派遣

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、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２０ 発議第７号 
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〇田村議長 日程第 20、発議第７号 所管事務調査についてを議題といたします。 

 議会運営委員長から、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、委員長の申し出どおり

委員会に付託して、議会閉会中にこれら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、委員長より申し出のあった所管事務調査については、委員会にこれの調査を付

託して、議会閉会中の調査をすることに決定をいたしました。 

 

    ◎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、一言ごあいさつを申し上げます。 

 平成22年第３回定例議会に提案させていただきました議案69号から議案85号までの17件

について可決、決定をしていただきました。さらに、同意案件２件について同意をいただ

き、また認定案件であります平成21年度の一般会計及び10特別会計について認定をしてい

ただきました。ご審議いただく中で議員の皆様から多数のご意見をいただきました。提案

をいただきましたけれども、皆様からいただきましたご意見、提案につきましては大変貴

重なご意見だというふうに考えているところであります。今後の町政に反映させるととも

に、町民の声を真摯に受けとめながら町政を進めてまいりたいと考えているところであり

ます。 

 浦幌町の課題は山積をしておりますけれども、一つ一つの課題に町民の目線に立って町

政執行をこれからも続けてまいるつもりでありますので、議員各位の今後とものご協力を

よろしくお願い申し上げまして、簡単でありますけれども、閉会に当たってのあいさつと

させていただきたいと思います。どうも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３回浦幌町議会定例会を閉会いたします。 

閉会 午後 ３時０４分 

 

 


