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平成２３年第１回浦幌町議会定例会（第４号） 

 

平成２３年３月１５日（火曜日） 

開議 午後 ２時００分 

閉会 午後 ４時３８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、教育委員長） 

 日程第 ４ 議案第２６号 平成２３年度浦幌町町有林野特別会計予算 

 日程第 ５ 議案第２７号 平成２３年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第 ６ 議案第２８号 平成２３年度浦幌町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第 ７ 議案第２９号 平成２３年度浦幌町介護保険特別会計予算 

 日程第 ８ 議案第３０号 平成２３年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算 

 日程第 ９ 議案第３１号 平成２３年度浦幌町公共下水道特別会計予算 

 日程第１０ 議案第３２号 平成２３年度浦幌町個別排水処理特別会計予算 

 日程第１１ 議案第３３号 平成２３年度浦幌町簡易水道特別会計予算 

 日程第１２ 報告第 １号 専決処分の報告について 

              （公用車による物損事故に係る損害賠償の額の決定） 

 日程第１３ 議案第３４号 工事請負変更契約の締結について 

 日程第１４ 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１５ 発委第 １号 浦幌町議会委員会条例の一部改正について 

 日程第１６ 発委第 ２号 地域医療存続のための医師確保に関する意見書の提出につ 

              いて 

 日程第１７ 発議第 １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 

     財 政 係 長   原  口  康  紀 
 
          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 

 

    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      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 
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     議 事 係 長   中  田     進 



 － 4 － 

開議 午後 ２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。 

 

    ◎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。 

 ３月14日午後、議会運営委員会を開催し、正副議長の出席をいただき、理事者より追加

議案の説明を受け、今後の運営、日程について協議をいたしましたので、ご報告をいたし

ます。本日の日程は、諸般の報告、行政報告に続き、平成23年度浦幌町特別会計予算、議

案第26号から第33号までの８件、追加議案は報告第１号及び議案第34号、同意第１号、議

長提出、浦幌町議会委員会条例の一部改正案１件、委員会発議１件、ほか議長発議１件で

あります。会期は16日まででありますが、３月11日の地震、津波による被害対応や今後の

行政日程も配慮し、本日を最終日といたしたく、議員各位のご協力をお願いするものです。 

 議員各位のご協賛を賜りますようお願い申し上げまして、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。 

 平成23年３月７日から３月14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23年３月７日から平成23年３月14日までの町長等の動静につきましては、お手元に

配付のとおりでありますので、ごらんおきを願いたいと思います。 

 ２のその他については、特段ございません。 

 以上で行政報告とさせていただきます。 
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〇田村議長 教育委員長。 

〇岡崎教育委員長 アイスアリーナにおける物損事故について報告いたします。 

 ２月24日午後５時ごろ、浦幌スケート少年団の保護者がアイスアリーナ北側に隣接され

た駐車場に駐車していたところ、屋根からの落雪により車両２台が損傷を受けるという事

故が発生いたしました。３月９日、被害者から町教育委員会に報告があり、確認いたしま

したところ、落雪によって車両１台はボンネット数カ所にへこみ傷及び衝撃によりヘッド

ライトの電球切れ、もう一台は後部ワイパー軸が損傷を負ったものであります。現在保護

者の車両２台の損傷部分につきまして、全国町村会総合賠償補償保険対応による修理の手

続を行っているところでございます。 

 このたびの事故につきましては、幸い利用者等が施設内において活動中であったため、

少年団員や保護者の皆様方にけがはなく、物損のみで大事に至ることはありませんでした

が、管理者の不注意による物損事故を起こしましたことに対しまして心からおわびを申し

上げます。今後落雪による事故防止のために、シーズン中は駐車場内にバリケードや駐車

禁止の看板を設置し、安全確認と周辺監視を徹底するとともに、職員にさらなる注意喚起

を行い、事故防止に努めてまいります。 

 以上、アイスアリーナにおける物損事故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４ 議案第２６号 

〇田村議長 日程第４、議案第26号 平成23年度浦幌町町有林野特別会計予算を議題とい

たします。 

 説明を求めます。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 議案第26号 平成23年度浦幌町町有林野特別会計予算。 

 平成23年度浦幌町の町有林野特別会計の予算は、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7,925万6,000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23年３月７日提出、浦幌町長。 

 ２ページ、第１表、歳入歳出予算は省略させていただきます。 

 ４ページ、歳入歳出予算事項別明細書、１の総括も省略させていただきます。 

 この町有林特別会計につきましては、3,875ヘクタールの管理及び造成をするための特別

会計でございます。 

 ６ページをお開きください。２、歳入、１款道支出金、１項道補助金、１目造林補助、

本年度予算額3,332万6,000円、減の主なものにつきましては１節造林補助476万5,000円、
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３節森林整備加速化・林業再生事業補助金2,496万3,000円です。説明資料32ページに記載

のとおりでございます。 

 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、本年度予算額41万1,000円、１節

土地貸付収入でございます。 

 ２目利子及び配当金、本年度予算額13万円、１節利子及び配当金、基金利子でございま

す。 

 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入、本年度予算額2,445万円、１節立木売払収入で

ございます。説明資料32ページに記載のとおりでございます。 

 ２目素材売払収入、本年度予算額347万7,000円、１節間伐材売払収入でございます。説

明資料32ページに記載のとおりでございます。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額370万円、１節一般

会計繰入金でございます。 

 ２項１目基金繰入金、本年度予算額1,276万円、１節基金繰入金でございます。 

 ４款１項１目繰越金、本年度予算額1,000円、前年度繰越金でございます。 

 ５款諸収入、１項１目雑入、本年度予算額100万1,000円、これにつきましては雑入でご

ざいまして、ニトリ北海道応援基金収入でございます。 

 ８ページをお開きください。３、歳出、１款１項１目財産管理費、本年度予算額1,482万

6,000円、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。減の主なもの

につきましては、人件費でございます。12節役務費につきましては、新植の森林保険で10年

間保証の保険料でございます。13節委託料につきましては、町有林28団地の管理業務と用

地境界ぐい埋設委託料でございます。説明資料33ページに記載のとおりでございます。14節

の使用料及び賃借料につきましては、町有林管理用の道路維持に係る機械借り上げ料でご

ざいます。 

 ２款１項財産造成費、１目造林費、本年度予算額5,502万5,000円、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。減の主なものにつきましては、15節工事請負費

3,981万7,000円、16節原材料費119万4,000円でございます。13節委託料、15節工事請負費、

16節原材料費につきましては、説明資料33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695万9,000円、23節償還金、利子及び割引料、

長期債償還元金でございます。 

 ２目利子、本年度予算額239万6,000円、23節償還金、利子及び割引料、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５万円でございます。 

 10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でございます。区分、公有林整備事業債、前々

年度末現在高１億55万3,000円、前年度末現在高見込額9,329万2,000円、当該年度中元金償

還見込額695万9,000円、当該年度末現在高見込額8,633万3,000円となっております。 
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 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。 

これより議案第26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26号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第５ 議案第２７号 

〇田村議長 日程第５、議案第27号 平成23年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算を

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 議案第27号 平成23年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算。 

 平成23年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計の予算は、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９億1,593万円と定める。 

 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23年３月７日提出、浦幌町長。 

 本特別会計予算につきましては、加入世帯1,107世帯、被保険者数2,309名にかかわりま

す国民健康保険の運営、医療費収支に係る特別会計でございます。本特別会計説明資料に

つきましては34ページから37ページまでに記載してございますので、あわせてご参照願い

ます。 

 次のページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算につきましては省略させていただ

きます。 

 次に、６ページをごらんいただきたいと思います。歳入歳出予算事項別明細書、１の総

括についても省略させていただきます。 

 ８ページを次にお開き願います。２、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、本年度予算額２億730万円、２目退職被保険者等国民健康保険税、本年

度予算額660万3,000円、これらの目につきましては一般被保険者及び退職被保険者にかか
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わります医療給付費分、後期高齢者支援分、介護納付金の現年課税及び滞納繰越分にかか

わります国民健康保険税でございます。 

 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、本年度予算額１億8,883万

1,000円、この目につきましては療養給付費及び介護納付金等の負担金でございます。 

 ２目高額医療費共同事業負担金、本年度予算額633万6,000円、この目につきましては北

海道国保連への共同事業拠出金に対しまして国から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、本年度予算額70万円、この目につきましては町が実施する

特定健康診査等に要します経費に対しまして国が負担す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、本年度予算額2,500万、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国が交付するものでございます。 

 ２目出産育児一時金補助金、本年度予算額30万円、この目につきましては一時金の支給

額42万円のうち４万円につきまして国から補助率６分の３が交付される内容でございま

す。 

 ３款１項１目療養給付費等交付金、本年度予算額2,327万円、この目につきましては療養

給付費等に対しまして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。 

次のページをお開き願います。４款１項１目前期高齢者交付金、本年度予算額１億

4,815万6,000円、この目につきましては各市町村の前期高齢者の加入者の割合によりまし

て、保険者間の負担の不均衡調整のため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。 

 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、本年度予算額633万

6,000円、この目につきましては国庫負担金と同様に共同事業拠出金について道から交付さ

れるものでございます。 

 ２目特定健康診査等負担金、本年度予算額70万円、この目につきましては国庫負担金と

同様に健康診査にかかわります経費について道から交付されるものでございます。 

 ２項道補助金、１目財政調整交付金、本年度予算額3,332万3,000円、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、道から交付されるものでございま

す。 

 ６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２万円、国民健

康保険事業基金の積立金にかかわります預金利子でございます。 

 ７款１項共同事業交付金、１目高額医療費共同事業交付金、本年度予算額2,300万円、こ

の目につきましては高額医療費にかかわります保険者間の財政運営の不安定化を緩和する

ために国保連から交付されるものでございます。また、この財源は、各保険者から拠出金

をもって出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、本年度予算額１億100万円、この目につきましては

市町村国民健康保険保険者間の保険料の平準化と保険財政の安定化を図るために国保連か

ら交付されるものでございます。 
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 ８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１億2,624万6,000円、

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が、１節保険基盤安定軽減分繰

入金2,528万6,000円で、この節につきましては国民健康保険税の軽減分の繰り入れでござ

います。２節保険基盤安定支援分繰入金、この節につきましては低所得者を多く抱える保

険者間の財政安定化を図るため、支援分として繰り入れされるものでございます。３節そ

の他一般会計繰入金、この節につきましては9,420万9,000円、内訳といたしましては職員

の人件費、出産一時金、普通交付税措置をされております国保財政安定化支援分、事務費

等の内容となってございます。 

 ２項１目基金繰入金、本年度予算額973万3,000円、この目は国民健康保険事業基金の繰

入金でございます。 

 ９款１項１目繰越金、本年度予算額500万円、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。 

 10款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目一般被保険者延滞金、本年度予算額20万

円、２目退職被保険者等延滞金、本年度予算額1,000円、これらの目につきましては保険税

に係る延滞金の科目でございます。 

 ３目一般被保険者加算金、本年度予算額1,000円、４目退職被保険者等加算金、本年度予

算額1,000円、これらの目につきましては返還金に対する加算金でございます。 

 ５目過料、本年度予算額1,000円、過料を科した場合の科目でございます。 

 ２項受託事業収入、１目特定健康診査等受託料、本年度予算額1,000円、この目につきま

しては社会保険等の被扶養者分の特定保健指導等を本町の保健センター等に委託された場

合にかかわります受託事業収入を見込んでいるものでございます。 

 ３項雑入、１目一般被保険者第３者納付金、本年度予算額10万円、２目退職被保険者等

第３者納付金、本年度予算額５万円、これらの目につきましては交通事故等の第３者行為

による納付金でございます。 

 ３目一般被保険者返納金、本年度予算額1,000円、４目退職被保険者等返納金、本年度予

算額1,000円、これらの目につきましては被保険者の資格喪失等の理由により医療給付等が

受けられない場合に係る返納金でございます。 

 ５目雑入、本年度予算額371万9,000円、この目につきましては平成21年度老人保健拠出

金精算に伴う社会保険診療報酬支払基金から納付される拠出金369万4,000円及び健康実態

評価検査自己負担２万5,000円を見込んでいる内容でございます。 

 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2,554万3,000円、

この目につきましては特別会計に係ります人件費及び事務費等の経費でございます。主な

増減といたしましては、人件費による減の内容でございます。 

 次のページをお開き願います。２目連合会負担金、本年度予算額22万8,000円、この目に

つきましては北海道国民健康保険団体連合会に対します負担金でございます。 

 ２項徴税費、１目賦課徴収費、本年度予算額123万8,000円、この目につきましては国民
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健康保険税の賦課及び徴収に係る経費でございます。19節負担金、補助及び交付金につき

ましては、説明資料37ページに記載のとおりでございます。 

 ３項１目運営協議会費、本年度予算額17万7,000円、この目につきましては町国民健康保

険運営協議会に係る経費でございます。１節報酬につきましては、説明資料37ページに記

載のとおりでございます。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、本年度予算額５億400万

円、２目退職被保険者等療養給付費、本年度予算額2,400万円、これらの目につきましては

保険者が負担する医療費の７割について北海道国保連合会に支払う費用でございます。 

３目一般被保険者療養費、本年度予算額300万円、４目退職被保険者等療養費、本年度予

算額24万円、これらの目につきましては被保険者が補装具を必要と判断されたときにその

費用や保険証を持たずに診療機関を受診されまして10割を被保険者が支払ったときに保険

者負担分の７割を被保険者に支払う費用でございます。 

 ５目審査支払手数料、本年度予算額160万9,000円、北海道国保連が行う審査の手数料で

ございます。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、本年度予算額6,000万円、２目退職被保

険者等高額療養費、本年度予算額360万円、これらの目につきましては１カ月に支払う医療

費の負担限度額を超えた場合に支払う経費でございます。 

 ３目一般被保険者高額介護合算療養費、本年度予算額100万円、４目退職被保険者等高額

介護合算療養費、本年度予算額10万円、これらの目につきましては医療費が高額になった

世帯に介護保険の受給者がいて、国保医療保険と介護保険それぞれの限度額を適用後、年

間の自己負担額を合算いたしまして限度額を超えた場合に、その超えた分について支払う

費用でございます。 

 ３項移送費、１目一般被保険者移送費、本年度予算額５万円、２目退職被保険者等移送

費、本年度予算額３万円、これらの目につきましては医師の指示により被保険者が別の医

療機関に移送されるときの経費でございます。 

 ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金、本年度予算額630万円、被保険者の方が出産さ

れた場合に42万円の一時金を支払う費用でございます。説明資料37ページに記載のとおり

でございます。 

５項葬祭諸費、１目葬祭給付費、本年度予算額25万円、被保険者の方が亡くなられた場

合に１万円を支払う費用でございます。説明資料37ページに記載のとおりでございます。 

 ３款１項１目後期高齢者支援金、本年度予算額１億91万6,000円、２目後期高齢者関係事

務費拠出金、本年度予算額１万1,000円、これらの目につきましては後期高齢者医療制度に

対します支援で、社会保険診療報酬支払基金が算出した額を同支払基金に支払い、同支払

基金から広域連合に支払う経費でございます。あわせて事務経費も含まれてございます。

説明資料37ページに記載のとおりでございます。 

 ４款１項１目前期高齢者納付金、本年度予算額28万4,000円、２目前期高齢者関係事務費
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拠出金１万1,000円、これら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

高齢者交付金にかかわりまして負担するものでございます。説明資料37ページに記載のと

おりでございます。 

 ５款１項老人保健拠出金、１目老人保健事務費拠出金、本年度予算額１万円、これらの

目につきましては老人保健事業事務に係る費用でございます。 

 次のページをごらん願いたいと思います。６款１項１目介護納付金、本年度予算額

5,138万6,000円、この目につきましては介護保険事業における２号被保険者分として社会

保険診療報酬支払基金に納付する費用でございます。 

 ７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業拠出金、本年度予算額2,534万

4,000円、この目につきましては過去３年間の推移を見て全道対比で保険者が拠出する費用

となってございます。 

 ２目退職者医療事務費拠出金、本年度予算額1,000円、この目につきましては退職者医療

事務の共同処理に係る経費でございます。 

 ３目保険財政共同安定化事業拠出金、本年度予算額9,806万3,000円、この目につきまし

ては市町村国保保険者の保険料の平準化と保険財政の安定化を図るための事業に保険者と

して拠出するための費用でございます。 

 ８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費、本年度予算額475万7,000円、この目

につきましては特定健康診査、特定保健指導にかかわります経費でございます。13節委託

料につきましては、説明資料37ページに記載のとおりでございます。 

 ２項保健事業費、１目保健衛生普及費、本年度予算額223万2,000円、この目につきまし

ては被保険者の総合健診事業に係る経費でございます。13節委託料につきましては、説明

資料37ページに記載のとおりでございます。 

 ９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税還付金、本年度予

算額50万円、２目退職被保険者等保険税還付金、本年度予算額５万円、これらの目につき

ましては過年度にさかのぼりまして、資格を喪失した場合に過納となった保険税を還付す

る費用でございます。 

 ３目償還金、本年度予算額50万円、過年度分の療養給付費負担金、交付金の精算に要す

る費用でございます。 

 次のページをお開き願いたいと思います。10款１項１目予備費、本年度予算額50万円、

予備の支出に備えるための費用でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第27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27号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第６ 議案第２８号 

〇田村議長 日程第６、議案第28号 平成23年度浦幌町後期高齢者医療特別会計予算を議

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 議案第28号 平成23年度浦幌町後期高齢者医療特別会計予算。 

 平成23年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計の予算は、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7,100万4,000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23年３月７日提出、浦幌町長。 

 本特別会計につきましては、被保険者数1,065名にかかわります後期高齢者医療制度にか

かわる後期高齢者医療広域連合に対します収支会計を処理する特別会計でございます。な

お、予算説明資料につきましては38ページ、39ページをごらん願いたいと思います。 

 次のページをおめくりいただきたいと思います。第１表、歳入歳出予算につきましては

省略させていただきます。 

 次に、４ページをお開き願いたいと思います。歳入歳出予算事項別明細書の１、総括に

ついても省略させていただきます。 

 次に、６ページをお開き願いたいと思います。２、歳入、１款１項１目後期高齢者医療

保険料、本年度予算額4,100万1,000円、この目につきましては75歳以上の高齢者及び65歳

以上75歳未満の一定の障害のある方からいただく保険料でございます。 

 ２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2,994万9,000円、

この目につきましては事務費繰り入れ及び保険料軽減措置による軽減額2,052万4,000円を

一般会計から繰り入れる内容でございます。１節事務費繰入金942万5,000円、この事務費

繰入金につきましては広域連合の交通費、事務費として１名分の人件費となってございま

す。２節保険基盤安定繰入金2,052万4,000円、この保険基盤安定繰入金が軽減分に対しま

す繰入金となってございます。内容につきましては、説明資料39ページのとおりでござい

ます。 
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 ３款１項１目繰越金、本年度予算額1,000円、この目につきましては本特別会計における

前年度繰越金の科目でございます。 

 ４款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、本年度予算額1,000円、この目に

つきましては保険料が納付期日までに納付されなかった場合に係るものでございます。 

 ２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、本年度予算額５万円、２目還付加算金、

本年度予算額1,000円、これらの目につきましては保険料につきまして町を経由して広域連

合へ納付する仕組みとなってございますが、過誤納があった場合には広域連合から納付さ

れるものでございます。 

 ３項雑入、１目雑入、本年度予算額1,000円。 

 次、８ページをごらんいただきたいと思います。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599万1,000円、この主な増減の内容につきましては人

件費による増と12節役務費における通信運搬費41万8,000円の増でございます。13節委託料

につきましては、後期高齢者医療システムの保守業務委託料となってございます。 

 ２項１目徴収費、本年度予算額76万円、この目につきましては後期高齢者医療保険料の

賦課及び徴収に係る事務経費でございます。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、本年度予算額6,420万円、この目につきま

しては広域連合に納付する納付金でございます。説明資料39ページのとおりでございます。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、本年度予算額５万円、

２目還付加算金、本年度予算額1,000円、これらの目につきましては保険料の過誤納があっ

たときの還付金及び加算金でございます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金、本年度予算額1,000円、一般会計への繰出金の内容でご

ざいます。 

 ４款１項１目予備費、本年度予算額1,000円、予備費の対応となってございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第28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28号は原案のとおり可決されました。 

 



 － 14 － 

    ◎日程第７ 議案第２９号 

〇田村議長 日程第７、議案第29号 平成23年度浦幌町介護保険特別会計予算を議題とい

たします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 議案第29号 平成23年度浦幌町介護保険特別会計予算。 

 平成23年度浦幌町の介護保険特別会計の予算は、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５億9,400万円と定める。 

 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23年３月７日提出、浦幌町長。 

 本特別会計予算につきましては、第１号被保険者数1,824人にかかわります介護保険の運

営及び介護給付費の収支並びに地域支援事業に係る経費の会計を処理する特別会計でござ

います。予算説明資料につきましては40ページから43ページに記載してございますので、

あわせてご参照願います。 

 次のページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算につきましては省略させていただ

きます。 

 次に、４ページをごらんいただきたいと思います。歳入歳出予算事項別明細書、１、総

括についても省略させていただきます。 

 次に、６ページをごらんいただきたいと思います。２、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、本年度予算額8,116万1,000円、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納めていただく介護保険料でございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、本年度予算額9,134万7,000円、

この目につきましては保険給付費の20％もしくは15％が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、本年度予算額4,726万4,000円、この調整金につきま

しては原則５％の率でございますが、後期高齢者の割合や所得階層による保険者間の格差

を解消するための補助金であり、本町におきましては8.95％を見込んでいるものでござい

ます。この内容については、国から示されるものでございます。 

 ２目地域支援事業交付金、本年度予算額452万4,000円、この目につきましては介護予防

事業、任意事業にかかわりまして対象経費がそれぞれ国から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、本年度予算額8,028万4,000円、

この目につきましては介護給付費の12.5％もしくは17.5％が道から交付されるものでござ

います。 

 ２項財政安定化基金支出金、１目交付金、本年度予算額2,000円、これにつきましては前



 － 15 － 

年度当初予算と同額でございます。 

３項道補助金、１目地域支援事業交付金、本年度予算額226万2,000円、この目につきま

しては介護予防事業、包括的支援事業・任意事業費にかかわっての経費に対しまして道か

ら交付されるものでございます。 

 ４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、本年度予算額１億5,843万1,000円、

この目につきましては保険給付費の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、本年度予算額222万円、この目につきましては介護予防事業に

おける対象経費に対しまして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。 

 ５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６万円でござい

ます。 

 次のページをお開き願いたいと思います。６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会

計繰入金、本年度予算額１億1,987万2,000円、この目につきましては介護給付費繰入金、

地域支援事業繰入金、あと職員給与費、また事務費等の繰入金でございます。 

 ２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金、本年度予算額525万4,000円、この目につ

きましては第４期介護保険事業計画に基づきまして繰り入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基金繰入金、本年度予算額128万4,000円、この目につ

きましては保険料平準化のため国から交付されました交付金を基金に積み、それを取り崩

して繰り入れするものでございます。 

 ７款１項１目繰越金、本年度予算額３万円、前年度と同額でございます。前年度からの

繰り越し内容でございます。 

 ８款諸収入、１項延滞金及び過料、１目第１号被保険者延滞金、本年度予算額1,000円、 

２目第１号被保険者過料、本年度予算額1,000円、それぞれ前年度当初予算額と同額でござ

います。 

 ２項雑入、１目第３者納付金、本年度予算額1,000円、前年度当初予算と同額でございま

す。第３者行為にかかわります納付金でございます。 

 ２目返納金、本年度予算額1,000円、前年度当初予算と同額でございます。 

 ３目雑入、本年度予算額1,000円、前年度当初予算と同額でございます。 

 次のページをお開き願いたいと思います。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1,738万8,000円、この目につきましては事業にかかわります

人件費、事務経費でございまして、主な増減の内容としましては人件費による増額内容で

ございます。 

 ２項１目賦課徴収費、本年度予算額68万円、この目につきましては保険料の賦課徴収に

かかわる経費でございます。 

 ３項１目介護認定審査会費、本年度予算額556万4,000円、この目につきましては東部４
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町で構成する認定審査会にかかわります経費の内容でございます。役務費につきましては、

予算説明資料43ページに記載のとおりでございます。 

 ２目認定調査費、本年度予算額232万9,000円、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して、主な増減の内容といたしましては第１節報酬144万円の増

でございます。これにつきましては、訪問調査員１名にかかわります嘱託報酬の増でござ

います。13節委託料につきましては、予算説明資料43ページに記載のとおりでございます。 

 ４項１目介護保険運営協議会費、本年度予算額４万2,000円、この目につきましては委員

６名の運営協議会２回の開催に要する経費でございます。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。５項１目趣旨普及費、本年度予算額７万

3,000円、この目につきましては第１号被保険者に対します介護保険制度の趣旨の普及、啓

蒙に要する費用でございます。 

 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、本年度予

算額１億2,000万円、２目居宅介護サービス等計画給付費、本年度予算額1,800万円、３目

地域密着型介護サービス等給付費、本年度予算額１億円、４目施設介護サービス等給付費、

本年度予算額２億3,800万円、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

給付費までのうち２目の居宅介護サービス等計画給付費を除き、被保険者が指定事業者か

ら受けたサービスに対しまして、その費用のうち９割をこの保険給付費で支払うものでご

ざいます。支払いにつきましては、国保連合会を通じて各事業所に支払われる内容でござ

います。 

 ５目福祉用具購入費、本年度予算額130万円、６目住宅改修費、本年度予算額230万円、

５目福祉用具購入費及び６目住宅改修費につきましては、原則として被保険者本人が一た

ん費用の全額を支払い、申請により保険給付費分として後から９割を被保険者に支払う経

費でございます。限度額は、福祉用具購入費が総費用10万円、住宅改修費は同じく20万円

となってございます。 

 ７目審査支払手数料、本年度予算額50万円、この目は国保連合会へ明細書の審査枚数に

応じて支払う手数料でございます。 

 ２項１目高額介護サービス等費、本年度予算額1,300万円、この目は介護保険制度におけ

る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

を超えた分を高額介護サービス費として支払う経費でございます。 

 ３項１目高額医療合算介護サービス等費、本年度予算額200万円、この目につきましては

介護保険制度において１年間に医療保険、介護保険の利用後において自己負担が発生した

場合、その限度額を超えた場合について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、本年度予算額3,300万円、この目につきましては

居住または滞在費用及び食費の負担が低所得者にとって過重負担にならないように負担軽

減を図る費用でございます。 
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 次のページをお開き願いたいと思います。３款１項財政安定化基金拠出金、１目財政安

定化基金償還金、本年度予算額1,000円、前年当初と同額でございます。 

 ４款１項地域支援事業費、１目介護予防事業費、本年度予算額740万3,000円、この目に

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

を行い、虚弱な高齢者には介護予防サービスを、一般の高齢者には健康づくりを行うため

の費用でございます。13節委託料につきましては、予算説明資料43ページのとおりでござ

います。 

 ２目任意事業費、本年度予算額462万5,000円、この目につきましては家庭内における介

護にかかわりまして支援する費用でございます。20節扶助費につきましては、予算説明資

料43ページのとおりでございます。 

 ３目包括的支援事業費、本年度予算額2,758万2,000円、この目につきましては町地域包

括支援センターの職員人件費及び業務運営に係る費用でございます。主な増減につきまし

ては、専任職員の配置に伴い、人件費として829万2,000円の増、13節委託料における包括

支援業務委託料について専任職員の配置に伴いまして816万4,000円の減の内容でございま

す。１節報酬、13節委託料につきましては、説明資料43ページのとおりでございます。 

 次のページをおめくりいただきたいと思います。５款１項基金積立金、１目介護給付費

準備基金等積立金、本年度６万円の積み立てでございます。 

 ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目第１号被保険者還付金、本年度予算額

５万1,000円、この目につきましては過年度にさかのぼりまして、第１号被保険者の資格を

喪失した場合における保険料の還付金、還付加算金でございます。 

 ２目償還金、本年度予算額1,000円、前年度当初予算と同額でございます。この目につき

ましては、過年度分の国、道に対する介護負担等の償還する科目でございます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金、本年度予算額1,000円。 

 ７款１項１目予備費、本年度予算額10万円、この目につきましては予備にかかわります

支出に係る費用でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 ただいま介護ということでるる説明をいただいたわけですけれども、14ペー

ジの任意事業費の中で家族における介護、こういった中で、私正直金額についてどうのこ

うのと言うつもりもございませんが、このたびの大きな地震を踏まえたときに、家族介護

でやられている方、行政で今やっている方を見るともう目いっぱいの状態であろうかと思

いますけれども、そういった方々にこういう災害時なんかのときにどういう、連絡網とい

いますか、それらもあわせてやっておられるのかなと、そういったことを考えるとこの金

額では、もっとどうのこうのと言うつもりもありませんけれども、そういった心配もあり

ますので、連絡といいますか、そうした中身をちょっとお聞かせをいただきたいと思いま
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すけれども、何か今首かしげられているから、もう一度申し上げますけれども、任意事業、

この中で家族介護という形ございます。家族介護の中ではやはり限界があると思うのです。

何かがあったとき、そういったときの連絡といいますか、対応の形というものはどういう

ふうになっているか、ちょっと伺っておきたいと思います。 

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 任意事業の部分につきましては、家族で要介護者の部分を家庭で支

援しているところで支出する部分でございまして、介護用品給付費につきましては要介護

３から５の在宅介護の方々の日用品を支給している部分でございますし、また介護慰労金

の部分につきましては要介護４、５を在宅で介護されているというふうなことで、そうい

う方々に支出をしているところですけれども、これらの部分につきましては包括支援セン

ターの中でも介護度の中身だとか、そういう状況等を把握しておりますので、そういうふ

うな中で対象者の把握に努めて支援をしているところですが、災害時等の連絡というふう

な部分でいけば、今までは民生委員さん等の部分にお願いをしながら安否の確認とか、要

援護家庭というふうな形で設定をしながら安否確認等を行っているところでございます。 

〇田村議長 総務課長。 

〇上村総務課長 家族介護慰労金というのは、所得が撤廃されて、４、５の方に年間５万

円支給している関係でございます。ただ、今回の災害に対しては、家族が介護している中

身がございまして、災害対策本部のほうへ連絡をいただきまして、デイサービスセンター

のほうに移したり、そういうような対応は今回もしておりますので、慰労金が高い、安い

ではなくて、災害としての対応はさせていただいておりますので、ご承知願いたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

〇田村議長 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 ただいまの説明をいただいて、ある程度決まった角度の中で進められるとは

思いますけれども、ここでこの問題とおおむねずれるつもりもございませんけれども、こ

のたびのこのきっかけにお話をさせていただきたいと思うのは、皆様新聞等で既にご承知

かと思いますけれども、他町村のことをどうのこうの言うつもりもございません。しかし

ながら、この浦幌で当然被害があった場所もございます。そして、報道等で見られている

方たくさんいらっしゃると思いますけれども、判断のつかない子どもたち、そして判断は

ついても身動きができない、そんな人がたくさんいるのです。この浦幌で何ができるのか

なと、私もテレビを見ていて正直自分の力のなさを痛切に感じながら思ったわけです。そ

んな中で、近隣町村でもいち早く立ち上げながらその対処をしようとする、そのことが新

聞報道でも出されております。隣の豊頃町においても大津であれだけの被害があって、な

おかつ支援をしようという、その心があったわけです。この浦幌で今何を考えなければな

らないのかなという部分を十分考えていただきたい。そして、その心というものを、町長

も大変な思いでしょうけれども、いち早く立ち上げていただきたいと思いますけれども、
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その気持ちを酌んでいただければありがたいなと。私も、被災者の中でお父さん、お母さ

ん、ああやって叫ぶ声聞いたとき、本当に何とかしてあげたい。今浦幌におけるそういっ

た気持ちの中にそのあらわれというものを町長の声から聞かせていただければ本当にあり

がたいなと思いますけれども、よろしくお願いします。 

 以上で終わります。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 任意事業のことではなく東北地方太平洋沖地震のお話をされているのだろう

というふうに思いますけれども、今全国的に大変大きな地震の被害が起きているというこ

とはマスメディアで毎日のように放送されているわけでありまして、それに対する被害に

ついては本当に心からお見舞いを申し上げたいと私どもとしても思っているところであり

ます。私どもとしては、姉妹都市提携をしているまちはございません。ただ、模範牧場を

通じて広野町というところとパークゴルフ等を通じての交流を行っているところでありま

す。広野町の状況につきましては、逐次広野町に連絡をとりながら状況確認をさせていた

だいているところであります。現在のところ広野町では状況としては行方不明者の方が１

名いるかどうかちょっとはっきりしないという状況と漁船を含めた被害が若干あるという

状況でありまして、恐らく我が町とそれほど遜色ないというか、同じぐらいの被害程度だ

ろうというふうに思っているところであります。そういう意味では、私どもとして広野町

に対する補助とか援助とか云々というところは今のところ考えているわけではありませ

ん。ただ、今これだけ大きく東北で１つの町、２つの町がまさに壊滅状態にあるという中

では当然今後日本全国で国民が一致した手助けというか、援助していく体制が求められて

いくだろうというふうに思っています。そういう意味では、今現実的にどうこうしている

ということではなくて、今後とも国民が一致して、特に政府が旗を掲げながら、今日本国

が未曾有の危機にあるというふうに認識しているわけでありまして、その部分について浦

幌町としてどのような対応ができるのか、特に一番簡単といいますか、一番やらなければ

ならないのは例えば募金活動とかいうものだろうというふうに思いますけれども、現地の

状況がどのようになっているのか我々としてまだまだ把握できない中で、現実的にどうい

う対応をしていけばいいのかというのは現在言える段階ではないだろうというふうに考え

ているところであります。 

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29号を採決いたします。 
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 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29号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第８ 議案第３０号 

〇田村議長 日程第８、議案第30号 平成23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 説明に入る前に修正をお願いいたします。出だし、議案第30号のと

ころ、30という数字が漏れているようでございますので、30号ということでご記入方よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、説明に入らせていただきます。議案第30号 平成23年度浦幌町浦幌町立診療

所特別会計予算。 

 平成23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２億5,395万9,000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。 

 平成23年３月７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ページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算は省略させていただきます。 

 ４ページをお開き願います。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、本年度予算額１億604万3,000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44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、本年度予算額50万円、前年度の繰越金でございます。 

 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入、本年度予算額１億4,737万円、この科目につきまし

ては診療行為に伴います各種診療報酬の収入科目でございます。説明資料44ページに記載

のとおりでございます。 

２項１目雑入、本年度予算額３万6,000円、２目過年度収入、本年度予算額１万円、特に

説明することはございません。 
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 ８ページをお開き願います。３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費、本年度

予算額4,357万4,000円、この科目につきましては事務職員の人件費及び診療所の維持管理、

運営に係る経費でございます。主な増額につきましては、人件費で48万8,000円の増、13節、

保守業務委託料におきまして床ワックス塗装業務19万7,000円、電気工作物保守管理業務で

隔年点検の非常用発電電気点検委託料20万5,000円、計40万2,000円の増額となっておりま

す。減額につきましては、昨年15節工事請負費で110万円がありましたので、その分が減額

となっております。 

 ２目医業費、本年度予算額２億523万6,000円、この科目につきましては医療業務従事者

の人件費及び診療業務に伴います医薬材料費、医療機器などの経費でございます。主な増

額につきましては、人件費で336万6,000円、７節賃金におきましては放射線技師の日曜当

番医等における代替技師の賃金106万円の増額並びに看護師１名退職に伴います補充及び

パートの看護師、看護助手の賃金535万円の増額でございます。また、13節委託料、保守業

務委託料におきましてＣＴスキャナーの保守点検委託料122万9,000円の増額、18節備品購

入費につきましては説明資料45ページに記載しているとおりであり、65万7,000円の増額と

なっております。減額につきましては、11節需用費、修繕料におきまして85万1,000円の減

額、14節使用料及び賃借料、医療機器借り上げリース期間満了に伴う149万1,000円の減額

の内容でございます。 

 10ページをごらんいただきたいと思います。２款１項公債費、１目元金、本年度予算額

502万3,000円、長期債の償還元金でございます。 

 ２目利子、本年度予算額７万6,000円、長期債の償還利子でございます。平成23年度をも

ちまして診療所建設費の起債償還が終了いたします。 

 ３款１項１目予備費、本年度予算額５万円、予備費でございます。 

 12ページをお開き願います。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

末までの支出額又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、後でごらんおき願います。 

 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。 

（「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30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30号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第９ 議案第３１号 

〇田村議長 日程第９、議案第31号 平成23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。 

〇賀下施設課長 議案第31号 平成23年度浦幌町公共下水道特別会計予算。 

 平成23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３億6,637万7,000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。 

  （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23年３月７日提出、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23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23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3,200万円、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。 
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 ２項負担金、１目公共下水道費負担金、本年度予算額49万1,000円、１節公共下水道受益

者負担金44万1,000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6,720万円、

１節現年度分6,715万円、２節滞納繰越分５万円で、説明資料46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3,280万円、

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

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子でございます。 

 次のページをお開きください。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２億3,238万円、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3,200万円、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。 

 次のページをお開きください。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187万5,000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。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。 

 ２項施設管理費、１目管渠管理費、本年度予算額406万8,000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47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2,739万2,000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節需用費の修繕料

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。なお、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47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7,707万8,000円、この科目につきま
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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、人件費、13節

委託料、15節工事請負費でございます。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47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２億1,054万7,000円、この科目につきまして

は長期債償還元金でございます。増額の主なものは、産炭地域振興センター資金の繰上償

還によるものでございます。 

 ２目利子、本年度予算額4,435万3,000円、この科目につきましては長期債償還利子で、

昨年に比べ減額となっております。 

 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22億2,566万6,000円、前年度末現在高見込額20億7,035万4,000円、当該年度中起債見

込額3,200万円、当該年度中元金償還見込額２億1,054万7,000円、当該年度末現在高見込額

18億9,180万7,000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。 

 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 処理場管理費の中の委託料の部分なのですが、施設管理業務の部分です。

1,319万1,000円、この業務が説明資料によりますと２名ということでございます。２名で

1,300ということになりますと、ほかのほうに比べるとちょっとウエートが大きいのかなと

いう気がするのです。それで、この辺の詳細説明を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 今処理場を管理していただいている。委託で管理していただいているの

ですけれども、これにつきましてはユーエムという会社に管理委託をしている人件費の内

容なのですけれども、今管理している方の年齢が高いということもありまして、どうして

も給料分としてはこのような形で若干ほかの施設から比べると経費が高く感じられると思

いますので、この辺はご理解願いたいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 そうしますと、委託をするときにはそこで働く人の年齢というものを加味さ

れて委託料が決まっていくと、こういうことになるのでしょうか。きのうも私委託につい

ていろいろと説明を求めたのですけれども、いろんな委託がありますよね。そのときに今

の説明ですと、この業務につく人が特殊な資格があるとか、こういうことであれば私はわ

かる。そういうことかなと思ったのですが、そういうことではなくて、年齢が高いので要
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するに人件費が上がっていくから高くなると。一般企業はそういうことはわかるのです、

年功序列で上がっていきますから。しかし、役場、行政が業者に委託するときに年齢とい

うものが加味されて、年齢が高いから委託料が高いなんていう、こういう現象が起きるの

ですか。そうすると、今までもいろいろありましたけれども、ほかのやつも委託するとき

には年齢を全部、だれがこの業務をするかということを全部調査して、それによって年齢

によって金額が決まってくる、こういう仕組みになっていたのですか、今まででも、そう

いう認識していなかったのですが、ちょっとその辺説明お願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 業務をやる施設管理につきましては、仕様書の中で業務量を決めた中で

この金額でやってくださいということで、きのうもお話ししましたように５年契約の中で

それぞれやっていますが、今施設課長がお話ししたユーエムの委託につきましては人的委

託の形式をとっているということでございまして、当時うちのほうがユーエムに人的委託

したときから、その人に対する人件費というものを計算した中で、１年間に役場の職員と

同じような、準職の給料表と同じような給料表を使った中で定期昇給なりしているという

中で、当然勤務年数が高くなると給料が高くなるというような中身で、ユーエムに対する

人的委託部分、下水道だとか、そういう各施設については公務補も含めた中身ではそうい

う計算過程になっているということでございますので、その辺よろしくお願いしたいとい

うふうに思います。そういう中で、それに対する管理料が入っていくので、その辺も含め

れば、また消費税も入っていくので、普通の準職の給料より、管理料、消費税入ってくる

ので、その金額が500万であっても１割２分なり１割何分なり増していくと、当然福利厚生

費も入っていくということでございますので、その辺そういった形を以前からとっている

ということでご理解を願い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 このことについてはそういう仕組みだったと、そういう認識は私は持ってい

なかったので、皆さん方はわかっていたのか、私はわかりませんけれども、私はそういう

認識を持っていなかったのですが、ユーエムさんがどうのこうのではなくて、委託する仕

組みというのでしょうか、ユーエムさんだけが特別扱いということにはならないわけでし

ょうから、今後いろんな部分でするときには職員と同じようにそういう。わかります。そ

の業務についた人が１年たっても２年たっても給料も何も上がらないということでは、確

かに生活していく上ではもし若い方だったら結婚して子どもが生まれてなんていうことに

なっていくわけですから、そういったこともいろいろと行政としてきちっと加味をして地

域の雇用をそういう部分で守っていくという、そういうことはわかるのですけれども、そ

れはわかりましたけれども、ただ説明資料の２名という割には1,300万といったら六百何ぼ

というのは、その辺のバランスが、町がそういう考えでいくのだということだったら、私

はそれは決して否定するものではないのです。そういう考え方もあるし、行政の委託業務、
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それが地域に、きのうも言いましたけれども、地域に雇用を起こして、そこで新しい人方

が生活することは、それは私いいことだと思いますから、それはいいのですけれども、し

かしこれだけということになったらよそとのバランスがどうなのかなという気がするので

す。こうするのであれば、ほかのほうも当然そういうことになるでしょうし、逆に言った

ら指定管理だとか、そういったいろんな部分についても当然そういったことが加味された

上で金額設定がされていくのかなと思うのですが、私の今までの考え方はそういうものは

ほかのほうには反映されていないような認識をしていたのです。ですから、すべてにおい

て町が出すお金についてはそういう考え方でいくのだということであれば、私はそれに納

得しようと思うのですけれども、そこら辺のほかとのバランスの兼ね合いについて最後、

ここだけわかれば私はいいですから、ちょっと最後お願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 ユーエムさんのほうには施設管理の部分が多かろう、それから公務補さ

ん、そういう職種が多いだろうということで準職の給料表を適用しているという中身で以

前からやっている。当然そういう中身で扶養手当、住居手当なりが入っていくということ

で１点はご理解いただきたい。もう一点は、業務的な仕様書による委託というのがござい

ます。これは、今５年間のスタンスの給料を決めた中で、５年間は一応変動しないですよ

という形で決めています。それが終わった中で次のステップの中で、５年間更新した契約

するときには当然加味した中で、５年間分の平均給与というものを定めた中で、当然昇給

も含めた中で積算していかなければならないというふうに思っていますので、初めて５年

間を前回２社ということでやっていますので、中身については業務的な委託の中で、その

中で人件費を定めているということでございます。今後５年間契約するときには、５年分

の人件費を見た中では昇給的なものも換算した中で今後契約していくという考えを持って

いますので、その辺よろしくお願いしたいというふうに思っています。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。ですから、ユーエムさんの部分については人的な部分につい

てはそういう形でずっとやってきているということですし、そういうような昇給という部

分も私はそれは決して否定するものではなくて、やっぱりそういったものもきちっと、昇

給も何もなければ何も楽しみもないわけですから、生活を守っていく上では、当然さっき

言ったように子どもも生まれて年をとっていけばお金もかかってくるわけですから、そう

いう業務をする上において、町の仕事する上において生活も何もできないというような委

託の仕方というのもいかがかと思います。それはわかるのですが、例えばきのうも私留真

温泉のバスの業務だとか、そんなのもちょっと質問したのですけれども、その委託は競争

入札でやるのだというような形、ここら辺のほかとの整合性が余りとれないのではないか

なという気が、ここだけなのです、私は。だから、ほかのほうもきちっとそういう形で、

例えばバス業務が今後はその人がやればそういう形で積算をしていくということであるな
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らば、だから人的な部分はいいのだけれども、全部任すほうは一切そういうふうな考慮さ

れないという、この辺の整合性がとれないのではないのかなと。だから、すべてにおいて

そういうふうにしていくよという、町の考えはそういう形でいくということであれば、私

は昇給していくとかそういう部分については何も否定するものはないと思うのです。ただ、

ほかのものとの兼ね合い、人的な委託ということは何も変わらないではないですか、仕事

は仕事なのですから。こちらの部分はしないけれども、こっちはするという、ここら辺の

不公平が公平、公正でなければいけないという、私はここの部分なのです。この委託受け

たものがまたどこかよそへいっているというのだったらだめですけれども、地域の雇用が

そこできちっと守られるのであれば私は構いませんけれども、ほかの業務委託との兼ね合

い、ここだけなのです。ここを確認をしたいということなのです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 中尾議員言われる整合性がとれないという部分については、ご指摘の部分も

十分あるだろうというふうに思います。従前からの委託した経緯というものがありまして、

そういう意味で今総務課長が言っている話だろうと思います。では、ほかの部分について

こういうものと同じような考え方をしていくのかということになれば、これまた重大な要

件でありますので、当初ユーエムに委託したときと同じ条件で今後していくということに

ついては、これはできないだろうなというふうに思っています。そういう意味では、委託

契約についてこれから精査していく部分がやっぱり出てくるのだろうなというふうに思い

ます。そういう意味では、今後整合性がどのようにとれていくのかということも含めて十

分検討させていただきたいと思います。 

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31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31号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１０ 議案第３２号 

〇田村議長 日程第10、議案第32号 平成23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。 
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 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 議案第32号 平成23年度浦幌町個別排水処理特別会計予算。 

 平成23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5,264万2,000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23年３月７日提出、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23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23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26万円、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991万

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48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
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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2,616万1,000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。 

 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項延滞金加算金及び過料、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。 

 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42万8,000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。19節負担金、補助及び交付金は、説明資

料49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1,628万2,000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11節需用費、修繕料、13節委託料で、修繕料につきまして

は浄化槽内の配管及びろ材設備の老朽化による破損修理にかかわるものでございます。ま

た、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。減額の主なも

のは、人件費でございます。 

 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、本年度予算額1,362万2,000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423万9,000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
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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２億4,166万3,000円、前年度末現在高見込額２億4,355万8,000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1,362万2,000円、当該年度末現在高見

込額２億4,453万6,000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32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32号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１１ 議案第３３号 

〇田村議長 日程第11、議案第33号 平成23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33号 平成23年度浦幌町簡易水道特別会計予算。 

 平成23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４億3,383万4,000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23年３月７日提出、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、地方債、起債の目的、簡易水道事業、限度額１億

3,580万円、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
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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668万円、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１億4,392万2,000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50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10万円、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3,768万

7,000円、この科目につきましては統合簡易水道事業における国庫補助金の内容でございま

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１億914万2,000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。 

 次のページをお開きください。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項延滞金加算金及び過料、１目過料、本年度予算額1,000円でございます。 

 ２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雑入及び仮払消費税還付

金の内容でございます。 

 ７款１項町債、１目簡易水道事業債、本年度予算額１億3,580万円、この科目につきまし

ては簡易水道施設整備にかかわ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2,693万8,000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。増額の主なものは人件費、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5,686万円、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、車検整備にかかわる

11節需用費、備品管理修繕料、13節委託料でございます。減額の主なものは、11節需用費、

消耗品費、12節役務費、手数料、18節備品購入費でございます。なお、13節委託料、18節

備品購入費につきましては、説明資料51ページに記載のとおりでございます。 

 ２款１項事業費、１目給水事業費、本年度予算額２億49万1,000円、この科目につきまし

ては簡易水道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
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どに関する経費の内容でございます。増額の主なものは、15節工事請負費、19節負担金、

補助及び交付金、22節補償、補填及び賠償金でございます。このうち補償金につきまして

は、水道管移設工事における農作物等の補償にかかわる内容でございます。減額の主なも

のは、13節委託料、16節原材料費でございます。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、本年度予算額１億403万9,000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4,545万5,000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。 

 次のページをお開きください。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。 

 13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、簡易水道事業債、前々年度末現在高

20億7,322万6,000円、前年度末現在高見込額20億8,638万1,000円、当該年度中起債見込額

１億3,580万円、当該年度中元金償還見込額１億403万9,000円、当該年度末現在高見込額

21億1,814万2,000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33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33号は原案のとおり可決されました。 

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 
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午後 ３時４５分  休憩 

午後 ３時５９分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第１２ 報告第１号 

〇田村議長 日程第12、報告第１号 専決処分の報告についてを議題といたします。 

 報告を求めます。 

 副町長。 

〇門馬副町長 報告第１号 専決処分の報告について。 

 地方自治法第180条第１項の規定により、公用車による物損事故に係る損害賠償の額を定

めることについて、次のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定により報告する。 

 平成23年３月14日提出、浦幌町長。 

 専決処分報告の内容についてご説明いたします。平成23年２月７日午前10時25分ごろ、

職員が帯広市内で行われる会議に出席するため国道38号線を公用車で直進中、幕別町札内

中央町交差点において赤信号を見落とし、交差点内に進入したところ、左より北進してき

た車両と衝突、公用車の左前部と相手車両の前部を破損させたものであります。この損害

の10割を賠償するものであります。 

 １、損害賠償の額は51万3,500円でございます。なお、この損害賠償金につきましては、

全額を自動車損害共済事業の保険金をもって充てることといたしております。 

 ２、損害賠償の相手方は、中川郡幕別町札内暁町259番地137、佐藤秀昭氏でございます。 

 ３、事故の発生年月日、４の事故の発生場所、５の事故の概要については、先ほど説明

しましたので、省略いたします。 

 ６、専決処分日、平成23年３月２日、この専決処分の日につきましては、賠償に関する

承諾の成立の日でございます。 

 また、事故により公用車も左前部を破損し、損害額は29万8,320円でありますが、修理に

つきましては全額保険対応としております。 

 今回の事故につきましては、幸いにも双方けがはなく、車両の物損のみで大事に至るこ

とはありませんでしたが、いずれにいたしましても職員の不注意により事故を起こしまし

たことに対し、心からおわびを申し上げる次第であります。なお、今後車両の安全運転に

つきましては職員にさらなる注意を促し、事故防止の喚起に意を配してまいりたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 以上、専決処分の報告とさせていただきます。 

〇田村議長 報告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 確認をいたしますが、前にもこういう事故があったときに私が聞いた記憶が
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あるのですけれども、そのときにも、結局今回もそうですけれども、俗に言う10・ゼロと

いうのですか、100％こちらが悪いというような事故であってもその職員に対してのペナル

ティーは何もないというような、前回にはそういう答弁だったかなと思いますけれども、

今回もそういうようなペナルティー的な部分というのでしょうか、10・ゼロの100％こちら

が悪い事故であってもそういう職員に対するペナルティーというものがないということな

のでしょうか、その辺確認をさせてください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 交通法規の違反ですとか、あるいは交通事故に係る処分という部分につき

ましては、処分の審査基準というものがありまして、それに基づいていろいろ処分をして

いるところでありまして、ペナルティーという中では一応今回処分といたしまして厳重処

分ということで、本人に来てもらいまして厳しく厳重注意をいたしました。また、担当課

長であります課長に対しては口頭注意ということで、そういう処分をさせていただきまし

た。損害賠償ですから、個人に対してのペナルティーという意味ではいろいろあるでしょ

うけれども、そういう処分をするということが１つと、また今回保険金の対応ということ

でございますので、それ以外のペナルティーということは今回しておりませんけれども、

始末書をもって処分したということでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 職員という立場からする中で、民間企業のように給与の減額だとか、そうい

ったペナルティーというものはなかなか難しいのかなという部分もありますけれども、し

かし交通事故ですから、どれだけ注意してもなかなかなくならないというのもわかるので

すけれども、浦幌には今までにもそういう事故があったということもあるではないですか。

ですから、こういったものについては浦幌町として強い姿勢というものは私は必要ではな

いかなと思いますし、また車に乗って出てしまえば、あとはおのおのの対応ということに

なってしまいますから、そうすると職員の意識を高揚させていくと、植えつけていくとい

うことのためには私は例えば今現在でしたらドライブレコーダーだとか、そういったもの

でのきちっとした管理、これは何か個々の事故のときにもそういうの役立ちますし、そう

いった取り組みもしっかりとして、事故防止に町としてしっかりと取り組んでいくという

ような姿勢を持って、職員にもそういう意識づけをしていく必要が私はあるのではないか

なというふうに思いますけれども、最後その点お聞きをして終わりたいと思いますけれど

も。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 特に昨年北海道は５年ぶりにワーストワンの事故死を記録したという状況の

中で、職員も、そしてもちろん町民の皆さんにも交通事故には十分留意するようにという
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ことで呼びかけをしていたところでありまして、そういう面では職員が事故を起こすとい

うことについてはやはりあってはならないことだというふうに考えてはいます。また、こ

のたび交通事故、赤信号ということでありますから、基本的なミスを犯したということで

ありまして、ただ幸いに相手方には人的な被害がなかったということで終わりましたけれ

ども、今後はこういう事故については厳重に留意をしていかないとならないというふうに

思っているところであります。そういう意味では、今中尾議員から言われたいろんな機器

を使いながら、例えばアルコールの検出機器も含めて今いろんな道具がありますので、そ

ういうことを含めて今後車両管理をしていく必要があるのかなというふうに思っていま

す。そういう意味では、今までもそうだったのですけれども、十分に職員の自己管理、そ

して車両管理について十分な留意を今後とも呼びかけてまいりたいというふうに考えてい

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。 

 これで報告第１号を終わります。 

 

    ◎日程第１３ 議案第３４号 

〇田村議長 日程第13、議案第34号 工事請負変更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。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 議案第34号 工事請負変更契約の締結について。 

 浦幌町地域情報通信基盤整備工事の請負について、次のとおり変更契約を締結するもの

とする。 

 平成23年３月14日提出、浦幌町長。 

 １、工事名、浦幌町地域情報通信基盤整備工事。 

 ２、契約の方法、随意契約。 

 ３、契約の金額、変更前10億590万円、変更後８億9,475万3,493円。 

 ４、契約の相手方、札幌市中央区北１条西６丁目１番地、株式会社ＮＴＴ東日本―北海

道代表取締役、山本康裕。 

 ５、工期、平成23年３月31日。 

 本変更契約の締結に関しましては、別紙の説明資料をもって説明させていただきます。

説明に入らせていただく前に、本定例会におきまして本日追加議案としてご提案させてい

ただきますことにつきましておわびを申し上げますとともに、ご理解をいただきますよう

お願い申し上げます。まことに申しわけございませんでした。 

 それでは、説明に入らせていただきます。本変更契約につきましては、変更前、変更後
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の金額における差引額について１億1,114万6,507円、率にして11.05％の減額に伴う変更契

約でございます。参考までに、説明資料に参考ということで町専決処分の指定についてを

抜粋して記載してございます。その３の中で議会の議決を経た工事の請負契約について、

当該議決に係る契約金額をその１割を超えない範囲内で変更することとなっております。

その専決処分の範囲を超えてございますので、今般11.05％の範囲ということでございます

ので、議会の議決を求めるものでございます。 

 最初に、契約変更理由でございますけれども、本工事は詳細設計を含めた工事請負契約

を締結し、施工してきましたが、詳細設計及び工事施工を行う中で当初設計において予定

していた光ケーブル架設のための電柱新設、既設電柱の補強が不要になったこと、さらに

は光ケーブル心線数規格の変更などに伴い、設計変更及び契約金額の減額を要することと

なったため提案するものでございます。本契約変更に当たりましては、地方自治法第180条

第１項の規定による町長において専決処分をすることができる事項に該当しないため、議

会の議決を求めるものでございます。 

 ２、設計変更に伴う契約変更金額の主な内容につきましては、主に減額の内容と増額の

内容とがございます。それぞれの差し引きした中で、先ほど申し上げました合計金額１億

1,114万6,507円の減額となるものでございます。 

 主な減額内容といたしましては４点ございまして、最初には既設電柱への光ケーブル共

架可能による新設柱の減少、当初953本を見込んでいたものが790本になったものでござい

ます。これらの合計がおよそ1,490万というような減額でございます。また、電柱補強費の

減少、電柱に光ケーブルを共架するわけでございますけれども、その強度検査における審

査は、北電の所有でございますので北電の審査を経た中での共架という部分がございます

けれども、その審査を経た中で共架を必要としないものが多く出てきましたので、その減

少ということで3,945万8,000円の減となったものでございます。また、３点目には、光ケ

ーブル規格種別の適正対応による敷設費の減少ということで、光ケーブル代と敷設工事費

がありますけれども、その合計が約9,100万ほどの減額となっております。この光ケーブル

につきましては、基本的には４心から始まりまして、その倍数の８心、16心といったこと

でなっております。末端の接続個数に対応するものとしてその心線数を合理的に選択して

いくわけでございますけれども、それらが整った中では今回のケーブル代と敷設工事費の

減額ということで9,100万ほどの減額になった内容であります。また、１から３までの直接

工事にかかわる諸経費の減額ということで1,400万ほどの減額となったものでございます。 

 また、増額の観点もございまして、その部分としましても４点ほどございます。地デジ

受信点の変更に伴う設備等の追加ということでそれぞれ設備と工事費がございます。合わ

せまして700万ほどの増加でございます。このことにつきましては、浦幌市街地区における

テレビの難視聴対策におきまして、その詳細調査の中で相当数の難視聴の世帯があるとい

うことが判明いたしました。その中で光ファイバーケーブルを敷設していくのは非常に多

額な金額を要するということで、その変更の内容といたしまして役場の屋上において送信



 － 37 － 

施設を設け、いわゆる無線施設でございますけれども、その送信施設による無線を送信し

て、各世帯でその受信ができるような形にさせていただいております。その関係で受信点

を当初役場で設けるべきものだったわけでございますけれども、受信点と送信点が同一建

物内にありますと電波状況が混信してしまうというようなおそれがございますので、受信

点を旧農村環境改善センター、旧博物館のところにその受信点を設けて、そこから光ファ

イバーケーブルによって役場まで接続をするといった形の変更をさせていただきましたの

で、その関係で受信点の変更に伴う設備等の追加でございます。また、２点目には、難視

聴世帯の増加に伴う光受信端末装置の追加ということで、その機器代と設置工事費の増加

で合わせまして約570万ほどの増加でございます。３点目には、引き込むケーブル代、それ

からその敷設工事費ということで合わせまして1,600万円ほどの増加という内容でありま

す。また、この工事を施工するに当たりまして、詳細の難視聴調査、電柱共架とＪＲ横断、

道路、河川占用申請、いわゆる申請業務でありますけれども、これらの追加業務がなりま

したので、それぞれ合わせまして890万ほどの増ということでございます。 

 これら減額と増額を差し引いた中で、先ほど申し上げました議案のとおり変更後８億

9,475万3,493円となるものでございます。 

 また、詳細につきましては、次のページの地域情報通信基盤整備工事に係る実績見込み

ということで、契約額と実績見込額とそれぞれ工事の区分ごとに詳細にわたって整理をし

てございます。また、その主な増減理由ということでその理由についても付してございま

す。これらが先ほど説明させていただいた内容の主な内容でございます。また、その変更

に伴う財源の措置でございますけれども、資料の最終ページにございます地域情報通信基

盤整備推進交付金事業という表題がなっております。このことにつきましては、本事業の

国に対する交付申請時と、それからそれに基づいた中での契約、そして今回の契約変更時

と大きく３点に分けてございます。当初交付申請時には10億1,700万円を見込んであったわ

けでございますけれども、プロポーザルによる契約によりまして10億590万円となったもの

でございます。その契約時におきましては、ＩＣＴ交付金が３億3,530万円、公共投資臨時

交付金が６億2,319万5,000円ということで、その残額について過疎債の適用ということで

4,740万円を見込んで、一般財源は残り分ということで5,000円というような内容でござい

ました。今般は、この契約変更に伴いまして事業費８億9,475万3,493円の財源では、ＩＣ

Ｔ交付金が当然金額が下がりますので、２億9,825万1,000円、また公共投資臨時交付金に

ついても額の変更はございますけれども、５億9,650万2,000円ということで、一般財源の

負担分についてはその端数493円というふうになるものでございますので、ご理解を賜りた

いと思います。 

 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。 
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 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34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34号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１４ 同意第１号 

〇田村議長 日程第14、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、臼井壽雄は、平成23年５月９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23年３月７日提出、浦幌町長。 

 氏名につきましては、臼井壽雄氏であります。生年月日は、昭和22年５月５日、63歳で

あります。住所は、十勝郡浦幌町字富川181番地。職業につきましては会社員。略歴は、現

在浦幌町固定資産評価審査委員会委員長、平成11年５月10日から固定資産評価審査委員会

委員をされていらっしゃいます。任期につきましては、平成23年５月10日から平成26年５

月９日までであります。 

 どうぞよろしくご同意いただきますよう、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、これより質疑、討論を省略し、同意第１号を採決

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１５ 発委第１号 

〇田村議長 日程第15、発委第１号 浦幌町議会委員会条例の一部改正についてを議題と

いたします。 
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 説明を求めます。 

 議会運営委員長、杉江委員長。 

〇杉江議会運営委員長 発委第１号 浦幌町議会委員会条例の一部改正について。 

 上記の議案を、地方自治法第109条の２第５項及び浦幌町議会会議規則第14条第３項の規

定により提出します。 

 平成23年３月15日提出、提出者、議会運営委員会委員長。 

 次のページをお開きください。浦幌町議会委員会条例の一部を改正する条例。 

 浦幌町議会委員会条例の一部を次のように改正する。 

 第４条の３に次の１号を加える。 

 （４）議会の広聴に関すること。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 改正の理由についてご説明申し上げます。議会が町民に信頼され、民主的なまちづくり

を実現し、効率的な行政運営を図るには議会と町民との連携が必要であります。地方分権

の推進により自己決定と自己責任が拡大する中で、まちづくり政策決定過程への住民参加

が極めて重要となってまいります。今後本議会では議会の監視機能や政策提言活動など議

会活動の状況を地域に出向いて町民に直接説明し、町政に関する情報の提供に努めてまい

ります。町政の情報を可能な限り町民に提供し、情報の共有を図り、町民参加によるまち

づくりの環境整備に資することを目指すものです。これらのことから、議会運営委員会に

議会の広聴に関することについての所管を追加し、その具体的な方策として議会報告会な

どにおいて議会の決定事項に係る町民の知る権利にこたえ、かつ議会の説明責任を果たす

機会と位置づけ、議会の機能や権限、常任委員会活動、議会と理事者との関係についてよ

り正しく理解を深めていただくため、議会運営委員会を中心として議会活動の充実を図る

ため、条例の一部を改正するものです。 

 よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、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号は原案のとおり可決されました。 
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    ◎日程第１６ 発委第２号 

〇田村議長 日程第16、発委第２号 地域医療存続のための医師確保に関する意見書の提

出についてを議題といたします。 

 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２号 地域医療存続のための医師確保に関する意

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23年３月15日提出、提出者、総務文教厚生常任委員会委員長、阿部優。 

 地域医療存続のための医師確保に関する意見書（案）。 

 全文の朗読を省略し、要点を述べます。医師不足の現状は、抜本的解決がなされないま

ま深刻な社会問題となっており、閉鎖に追い込まれる診療科や病院のみならず、地域医療

か崩壊する危機的状況も生じております。平成16年に始まった新医師臨床研修制度により、

医師の地域偏在が進み、地方で勤務する医師の不足、医師不足からくる過酷な勤務状況で

あるとともに、出張勤務医に多額な費用を要して病院経営が非常に困難な状況にあること

から、住民の安全と安心を確保するためには何よりもまず安定した医師の確保が必要であ

ります。 

 以上のことから、下記の施策を国において緊急に講ぜられることを求めます。 

 記、医師不足の解消や地域ごと、診療科ごとの医師偏在の是正を図るために、医師臨床

研修において医師の技術習得はもとより、医は仁術という医療の基本を習得することを期

し、医師不足地域での数年間の勤務義務など医師派遣体制を構築する法的措置を講じるこ

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23年３月15日、北海道十勝郡浦幌町議会。 

 提出先は、衆議院、参議院議長、内閣総理大臣ほか関係各大臣であります。 

 議員各位のご協賛を賜りますよう、よろしくお願いをいたします。 

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２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、発委第２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 発議第１号 

〇田村議長 日程第 17、発議第１号 所管事務調査についてを議題といたします。 

 議会運営委員長より、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議会運営委員会に

付託して議会閉会中にこれらの調査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、議会運営委員長より申し出のあった所管事務調査については、議会運営委員会

にこれの調査を付託して議会閉会中の調査とすることに決定をいたしました。 

 

    ◎閉会の議決 

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。 

 お諮りをいたします。会議規則第７条の規定により、本日をもって本定例会を閉会した

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。 

 よって本定例会は本日をもって閉会することに決定をいたしました。 

 

    ◎町長あいさつ 

〇田村議長 ここで町長より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23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申し上げさせていただきます。 

 本定例会に提案をさせていただきました平成23年度の一般会計、また８特別会計につき

ましては、骨格予算ではありますけれども、第３期まちづくり計画にあります事業につい

てはできる限り盛り込ませていただきました。また、さらに全議案につきまして議会議員

の皆様のご理解をいただき、可決成立させていただきましたことに改めてお礼と感謝を申

し上げる次第であります。 

 この４年間、私も町政を担わせていただきました。その間議会議員の皆様とは本当に浦

幌町のこの課題、そして将来の方向性について真剣に議論をさせていただきました。十分

な方向性を見出せない部分もあろうかと思いますけれども、しかしながら子育て支援、ま

た高齢化に向かっての対策、そして子どもたちの少子化対策についてもいろいろな議論を
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いただきました。また、将来にこれからの10年間の指針を定めた第３期まちづくり計画も

策定をさせていただきました。大変厳しい財政の中でも最悪の状態は何とか免れたのでは

ないかというふうに思っているところであります。これも議会議員の皆様、そして理解を

いただいている町民の皆様のおかげだというふうに改めて感謝を申し上げたいというふう

に思います。 

 この議会は、我々にとりまして任期中最後の議会であります。４月には統一地方選挙が

行われます。議会の皆さんにもそれぞれ勇退される方もあるかと思いますし、また引き続

きその責を担うべく立候補される方もいらっしゃるだろうと思います。勇退される方がい

らっしゃれば、今後とも体には十分気をつけて、将来これからも浦幌町のためにご尽力を

いただきたいというふうに思いますし、再度立起される方には町民の期待にこたえるべく

ぜひご奮闘を賜りたいと思います。私も立起をさせていただきますので、ぜひこの議場で

また再度お会いすることができれば大変ありがたいなというふうに思っているところであ

ります。 

 本当に今までの４年間、そしてこの１年間も含めて議会の議員の皆さんには大変ご尽力

をいただきましたことに改めて感謝を申し上げ、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。本当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23年第１回浦幌町議会定例会を閉会いたします。 

閉会 午後 ４時３８分 

 


