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平成２３年第３回浦幌町議会定例会（第５号） 

 

平成２３年９月１４日（水曜日） 

開議 午前１０時００分 

閉会 午後 ０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 常任委員長報告 

 日程第 ４ 行政報告（町長） 

 日程第 ５ 認定第 ７号 平成２２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 ６ 認定第 ８号 平成２２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 ７ 認定第 ９号 平成２２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 ８ 認定第１０号 平成２２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 ９ 認定第１１号 平成２２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１０ 発委第 ４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１１ 発委第 ５号 ２０１２年度「公立高等学校配置計画案」の撤回・再考を 

              求め、地域や子どもの実態に応じた高校づくりを実現する 

              意見書の提出について 

 日程第１２ 発委第 ６号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書 

              の提出について 

 日程第１３ 発委第 ７号 軽油引取税の課税免税措置などの恒久化を求める要望意見 

              書の提出について 

 日程第１４ 発委第 ８号 原子力発電からの脱却と自然エネルギーの推進を求める意 

              見書の提出について 

 日程第１５ 発議第 ５号 委員会の閉会中の継続審査の件について 

 日程第１６ 発議第 ６号 議員の派遣について 

 日程第１７ 発議第 ７号 所管事務調査について 

 

〇出席議員（１３名） 
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    １番  関  井  雅  明     ２番  差  間  正  樹 

    ３番  安  藤  忠  司     ４番  中  尾  光  昭 

    ５番  二  瓶     隆          ６番  福  原  仁  子 

    ７番  森     秀  幸          ８番  杉  江     博 

    ９番  河  内  富  喜    １０番  阿  部     優 

   １１番  髙  橋  利  一    １２番  野  村  俊  博 

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 

     まちづくり政策課長   鈴  木  宏  昌 

          町 民 課 長      大  山  則  幸 

     保健福祉課長   横  田  孝  志 

          産 業 課 長      亀  山     昇 

     施 設 課 長   新  川  寿  雄 

     上浦幌支所長   小 路 谷  守  昌 

     会計管理者   前  田  治  紀 

          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   山  本  輝  男 

 

    農業委員会 

          事 務 局 長      賀  下  利  幸 

 

    監 査 委 員 

     代表監査委員   神  谷  敏  昭 
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〇出席議会事務局職員 

     局    長   前  田     勇 

     議 事 係 長   中  田     進 
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開議 午前１０時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は13名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

をいたします。 

 

    ◎日程第１ 議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 杉江委員長。 

〇杉江議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。 

 第３回浦幌町議会定例会の運営について13日午後、議会運営委員会を開催し、協議をい

たしましたので、報告いたします。 

 本日は、諸般の報告、常任委員長報告、行政報告に続き、認定第７号から認定第11号ま

での５件の平成22年度特別会計決算審査をお願いいたします。続いて、各常任委員会より

の発委第４号から第８号まで５件、議長提出は委員会の閉会中の継続審査、議員派遣、所

管事務調査等３件であります。 

 よって、会期は明日15日まででありますが、１日残し、本日の審議をもって最終日とい

たします。 

 次に、浦幌町議会の活性化について平成23年９月９日、議長より地方自治法第109条の２

第２項の規定により議会運営委員会に諮問がありました。諮問項目として、１、議会の監

視機能の強化に関すること、２、調査、政策立案に関すること、３、議会運営のあり方に

関すること、４、町民に開かれた議会、町民参加の議会に関すること、５、議員定数に関

すること、６、議員報酬に関すること、７、その他議会の活性化に関すること、以上７項

目です。議会運営委員会としては、今後諮問された項目につきまして先進地視察なども含

め調査研究を進めてまいります。 

 以上、議会運営委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 諸般の報告 

〇田村議長 日程第２、諸般の報告を行います。 

 ９月５日から13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、ごらんおき願います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第３ 常任委員長報告 
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〇田村議長 日程第３、常任委員長報告を許します。 

 産業建設常任委員会、森委員長。 

〇森産業建設常任委員長 本委員会に付託された調査事件について調査の結果を浦幌町議

会会議規則第77条の規定により報告します。 

 １、調査事件、台風12号などの影響による農作物の状況について。 

 ２、調査実施期日、平成23年９月13日。 

 ３、調査の経過と結果、９月２日に実施した農作物の生育状況については、全体的に平

年並みに推移している状況ですと本定例会初日に産業建設常任委員会報告をいたしました

が、９月２日から６日にかけての長雨による農作物への影響について所管事務調査を実施

いたしました。その影響につきましては、平成23年９月８日現在、浦幌町農業振興連絡協

議会がまとめた数値では、小豆においては町内の作付面積234.94ヘクタールに対して、発

芽による被害率14.2％、被害面積33.33ヘクタール、被害額2,666万7,600円、金時類につい

ては町内の作付面積372.24ヘクタールに対して、色流れ、発芽による被害率59.9％、被害

面積222.84ヘクタール、被害額１億1,030万7,780円、手亡類については町内の作付面積

258.10ヘクタールに対して、発芽、腐敗による被害率24.5％、被害面積63.20ヘクタール、

被害額4,265万7,638円、白花豆については町内の作付面積14.55ヘクタールに対して、倒伏、

発芽による被害率35.7％、被害面積5.20ヘクタール、被害額748万800円となっており、豆

類合計では町内の作付面積879.83ヘクタールに対して、被害率36.9％、被害面積324.57ヘ

クタール、被害額１億8,711万3,818円となっています。また、加工用スイートコーンにつ

いては、町内の作付面積148ヘクタールに対して、倒伏による被害率33.8％、被害面積50ヘ

クタール、被害額2,080万133円、デントコーンでは倒伏による被害があり、町内の作付面

積520ヘクタールに対して、被害率4.5％、被害面積23.40ヘクタールとなっておりますが、

被害額については算出不能という状況です。 

 今回の被害状況については、長雨、さらには高温による豆類への被害が大きく、加えて

その後における天候不順も追い打ちをかけており、被害額はさらにふえるものと推察され

ます。 

 以上、産業建設常任委員会所管事務報告といたします。 

〇田村議長 これで常任委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第４ 行政報告 

〇田村議長 日程第４、行政報告を許します。 

 町長。 

〇水澤町長 行政報告を行います。 

 平成23年９月５日から平成23年９月13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、特にございません。 
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 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。 

 

    ◎発言の訂正 

〇田村議長 審議に入る前に、昨日模範牧場会計決算認定の審議に当たり、中尾議員の質

問でまちづくり政策課長の答弁に訂正がありますので、発言を許します。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいま議長のほうからお許しをいただきました。 

 昨日の中尾議員のご質問に際しまして過疎債の充当率を90％と説明をさせていただきま

したけれども、100％の誤りでございますので、訂正して、おわびを申し上げたいと思いま

す。 

 以後十分にこのようなことのないように気をつけてまいりたいと思ってございますの

で、まことに申しわけございませんでした。 

〇田村議長 中尾議員、よろしいですか。 

〇中尾議員 はい、結構です。 

 

    ◎日程第５ 認定第７号 

〇田村議長 日程第５、認定第７号 平成22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22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22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23年９月５日提出、浦幌町長。 

 別冊の歳入歳出決算書をごらん願います。平成22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、１、歳入総額５億7,343万9,981円、２、歳出総額５億6,215万

8,291円、３、歳入歳出差引額1,128万1,690円、５、実質収支額1,128万1,690円。 

 本会計につきましては、介護保険の運営、介護給付費の収支及び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。主な内容につきましては、別冊、

決算説明資料49ページ、50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22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ページをごらん願います。平成22年度介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書、
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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保険料でございます。現年度分につきましては

8,388万4,880円、収納率99.84で前年度対比0.06％の減でございます。滞納繰越分につきま

しては11万9,970円、収納率につきましては30.11％でございます。不納欠損額につきまし

ては、１名で８万600円、この１名の方におかれましては既にお亡くなりになり、法定相続

人が相続放棄をしております。そのことに伴いまして、差し押さえる財産もなく、不納欠

損となってございます。収入未済額につきましては32万750円、実質人員12名でございます。

この収入未済額につきましては、平成23年８月末現在で１万5,000円を収納してございま

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％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、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、所得階層等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8.75％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

つきまして対象経費の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

護予防事業につきましては対象経費の12.5、任意事業につきましては対象経費の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ります保険給付費のうち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いたしまして地域支援事業費のうち介護予防に係りま

す12.5、任意事業につきましては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。 

 ７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、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、
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１目一般管理費、この目につきましては介護保険事業に係ります人件費及び事務経費でご

ざいます。 

 ２項１目賦課徴収費、この目につきましては介護保険料の賦課及び徴収に係る事務経費

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、主治医の方から意見書をいただく関係

で、その医師の手数料でございます。19節負担金、補助及び交付金につきましては、東十

勝介護認定審査会共同設置負担金でございます。 

 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係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名の委員によります介護保険

運営協議会の開催に係ります経費でございます。 

 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ときの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。国保連合会を通じて各事業所に支払われるものでございます。 

 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が一たん

費用を全額支払い、申請により保険給付費として後に９割を被保険者に支払うための経費

でございます。ただし、本町におきましては受領委任制度をとっておりまして、本町との

契約業者であれば被保険者が一たん費用の全額を支払うのでなく、自己負担の１割だけを

支払えばいいという制度になってございます。ちなみに、福祉用具につきましては10業者、

住宅改修につきましては17業者と契約をしてございます。 

 ２項１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居住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を送られている方

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

者にも介護予防のための健康づくり等を行う経費でございます。13節委託料につきまして
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は、説明資料50ページに記載のとおりでございます。 

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

う身体的、精神的、経済的負担を軽減し、家族介護を継続していただくための支援に要す

る経費でございます。20節扶助費につきましては、説明資料50ページに記載のとおりでご

ざいます。 

 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。13節の委託料につきましては、介護予防プラン作

成委託料、包括支援業務委託料でございます。 

 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21年度の介護給付費等負担金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21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、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６ 認定第８号 

〇田村議長 日程第６、認定第８号 平成22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22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22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23年９月５日提出、浦幌町長。 
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 別冊をごらんいただきます。平成22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、１、歳入総額２億8,603万181円、２、歳出総額２億7,506万

2,601円、３、歳入歳出差引額1,096万7,580円、５、実質収支額1,096万7,580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係る交付税措置額等につきましては、

成果報告書51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22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22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

報酬の収入でございます。１節から６節までの現年度分につきましては、収納率100％でご

ざいます。７節滞納繰越分につきましては、収入額5,570円、収納率0.56％でございます。 

 ２項雑入、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

8,800円、それから産業医嘱託料６万3,000円、その他公衆電話の使用料等が主な収入内容

でございます。 

 ２目過年度収入、この科目の主なものは過年度の医療費の請求事務手数料でございます。 

 ４ページをごらん願います。歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費、この科目に

つきましては医療事務に携わる事務職員の人件費及び施設の管理運営に係る経費の内容で

ございます。11節需用費、15節工事請負費につきましては、説明資料52ページに記載のと

おりでございます。 

 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医師、技師、看護師等の人

件費及び医薬材料、医薬機器等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52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２目利子につきましては、町立診療所建設事業債の償

還元金及び償還利子でございます。 

 ３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。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 ややこしい質問するつもりはありませんけれども、診療所会計につきまして

はご承知のように浦幌町における普通会計という範疇での扱いだと思います。そういう中

では、説明書にも書いてありますけれども、20年から20床未満の診療所と言われる規模の

ベッドにも123万の補てんが行われるといいますか、交付税措置が行われるようになりまし

た。そのとき私が申し上げたのは、普通会計ですから予算、決算にこの数字を載せるとい
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うことはダブりますからできないということで、せめて説明書にそういうことを書いてく

ださいというお願いをした経緯がございます。そういう中で、この一般会計の繰入金の説

明内容を見ますと非常によくわかるように書かれていると思うのです。１億1,919万

2,000円ですか、その金額に対する内容について非常にわかりやすく書かれている。１つ申

し上げれば、公債費の4,400万に対する70％の交付税措置、このことについて70％だという

ことが書いてあれば非常にわかりやすい。そういう中で、私がそのとき申し上げたのは、

例えば22年の決算、これで申し上げますと１億1,000万の繰り出しが行われるというような

状況の中で、それが診療所会計の赤字だというふうに見がちになります、この注釈がなけ

れば。しかし、これ見ていただけばわかると思いますが、実質赤字補てんによる金額が

5,100万ということで、非常によくわかるのです。私申し上げたいのはこの病院会計の報告

が非常によろしい、わかりやすいということを申し上げたいのですが、ほかの会計の報告

につきましても、病院会計は予算にもこの注釈がきちっと載っています。ほかの会計にお

きましても口頭でよく、何％の道からの補てん、あるいは国からの補てん、そういう説明

を口頭でされます。このことについて、今までも議会からできるだけ口頭説明少なくする

ように説明書に詳細記してくださいというふうに申し上げてお願いしている経緯がござい

ます。その辺のことを各会計報告においても予算においてもぜひ取り入れていただきたい。

そうすれば、口頭で私たちがメモしたり、あるいは聞きに行ったり、そういうことが非常

に減るというふうに思っております。その辺のことを１つお願いをしておきたいと思うの

です。これは、診療所会計非常によくわかりやすくしているということとあわせてお願い

をしたい。 

 それから、質問でありますが、ここにあります特別交付税措置、有床、ベッドのことは

20年から、ここに注釈書いてありますが、なりましたけれども、これは診療報酬が非常に

減って、病院、診療所の運営が窮屈になって財政的に大変だということで国の措置として

行われたものでありますが、今もって特別交付税措置となっている点であります。町長に

伺いたいのですが、この辺の措置について特別交付税ですから、いつ切れるかわからない

という扱いのものだと思うのです。自治体の長としてその辺の対応と言ったら変ですが、

要請もして、普通交付税措置できちっと組み込んでもらえないのか、いつまでたっても二

重の交付税措置になっていることについて町長の見解を伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 杉江議員ご指摘のとおり、特別交付税による救済措置といいますか、この措

置なのですけれども、私どもとして常に国または道に言っているのは、特別措置を特別交

付税で措置するのではなく、何といっても普通交付税の措置に回していただきたいという

のはこの病院会計だけでなくすべてのものについてお話をさせていただいています。特に

特別交付税というのはご存じのとおりなかなか見えにくい部分がありまして、これが単な

る係数のちょっとしたもので、実際にはトータルで考えなければならないという部分があ
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るものですから、一つ一つ普通交付税に回していただきたいというのが私ども特に地方自

治体を預かる者の考え方でありまして、これについては常に町村会等でもお話をさせてい

ただいているところであります。ただ、国としては、こういうものについて普通交付税に

回していくと、一括交付税も含めて回していくということにはなかなかなっていないとい

うのが現状であります。私どもとしては、今後とも特別交付税よりは普通交付税、一般的

な会計の中に入れてもらいたいということをこれからも強く申し上げてまいりたいという

ふうに思っておりますし、ぜひそういう面では議員の皆さんにも特別交付税と普通交付税

の理解をいただきたいなというふうに思っています。そういう面では、今後とも政務活動

の中でお話をさせていただきたいというふうに考えているところであります。 

〇田村議長 総務課長。 

〇上村総務課長 町立診療所の特別会計の中で一般会計の繰り入れの状況載せておりま

す。他の会計につきましても、介護保険会計においても町の持ち出しが先ほど言ったよう

に12.5％、これこれについては20％と、そういうものが決まっております。そういうもの

も含めた中で今後決算説明資料の中で載せていくよう検討してまいりたいというふうに思

っていますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 お願いをした件につきましては、今総務課長のほうから説明ありましたので、

ぜひそのように対応していただければと思います。当然説明時間の短縮にもなりますし、

議員も見て理解しやすいということになると思います。 

 また、特別交付税措置の件につきましては、これはベッド数の問題は議会も意見書とし

て出して、各病院、診療所の運営にぜひ財政的措置をということで意見書を出した経緯も

ございます。そういう中で、その年ですか、意見書の次の年、20年ですが、措置されまし

た。このことについては本当にありがたいと思っておりますが、今町長のほうからもお話

ありましたように、私も本当にそうあってほしいと思っておりますが、引き続きぜひ、こ

れが普通交付税になってどういう形で入ってきたのだかわからないという心配もあるとい

う見方もあるのですが、しかし基本的にはそういうことはきちっと含めて措置されている

という形が望ましいかと思っております。ぜひ引き続きその辺の努力をしていただきたい

と思っています。 

〇田村議長 答弁はよろしいですか。 

〇杉江議員 はい。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 私も関連してですけれども、医師の確保の部分につきまして先般町長からも

報告がございまして、新たにまた榊原先生がお越しをいただけるということで、これはお

父様の遺言もあって、浦幌を助けてやってくれというようなことでのそういった部分、こ

れは浦幌としては本当にありがたいというのでしょうか、そういう先生に恵まれたという

ことは本当にありがたい恵まれた状況だったなというふうに思いますし、その後もまだこ
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れから協議の中で菅原先生についても何らかのお手伝いもいただけるのではないかという

ようなことで、本当に浦幌としては恵まれた状況であるということだなと思います。ただ、

だからといって、榊原先生も年齢的なこともあり、まだまだ何十年もということにもなら

ないでしょうし、きっと今後は契約も延長しながら長くお勤めをいただけるものという期

待もしながらいるのですけれども、しかし限度があるわけです。これは、医師の確保とい

うのは何年も前からどこのまちも地方になれば地方なほどそういった課題というものはず

っとありますし、前々から町長は２名体制というような形の中でそういった部分での医師

の確保の努力はされているのでしょうが、今いる先生との兼ね合いとかもありますから、

なかなか難しいというお話も報告を伺っています。それで、たまたま今回は浦幌はこうい

った形の先生方のご協力で恵まれた状況にあって、浦幌いいのですけれども、しかし今後

の部分についてのことは、だからといってこれで安穏としていられないと思うのです。こ

の辺について国の政策的にも医師をふやしてというような政策はとっていますよね、国も、

しかしなかなかまだ実際に地方までそういう効果はあらわれていないという実情もあると

思うのです。その辺について、たまたま今回、今言ったように、ずっと言っているように

たまたま縁者的なそういう要素があったから今回よかったのですけれども、今後のことも

踏まえて、国の状況というのか、町としての対応の仕方、どこへどういう形で頼んでどう

なっているのかとか、それが今の現状では全く見込みのない状況なのか、大分改善されて

きているのかとか、その辺の状況というものが見えてこないものですから、今回のこの機

会にちょっとその辺の部分も国、道の状況も含めて町の対応の部分の説明を求めておきた

いというふうに思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 今回の行政報告をさせていただきました。榊原先生がこのたび来年以降来て

いただくということになりました。私も町長就任以来、常に津和野に、東京に上京するた

びにはお話をさせていただきました。また、当地に赴いていろいろ話をさせていただきま

して、何年がかりでこういう形になったということでありまして、町としては菅原先生の

体制のもと今まで３年間やってきましたけれども、その後の体制について何とかめどがつ

いたということで、大変私自身も喜んでいるところでありますし、菅原先生にも本当に感

謝しながら、これからのサポートをしていただきたいということをお願いをしているとこ

ろであります。 

 今国の医療に対する状況はどうかということでありました。私どもも地方を預かる者と

して一番気にしているのはこのところでありまして、国のインターン制度の変更以来地方

の医療に携わる先生方、ドクターが地方に目を向けていただけないというのが現状であり

まして、これを何とかしていかないとならないというのが我々十勝の町村会でも課題とな

って今浮かび上がっています。これは前からあったわけでありますけれども、特に最近は

よりまた著しく医者不足が露呈しているというのが現状でありまして、私どもとしても地
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方へ目を向けていく、地方全体の医療を預かっていただく先生方の確保、これが大変難し

いというのが現状であります。国は先生の枠を広げる、ふやすということを言っておりま

すけれども、全体をふやすとしても、都市の中では逆に言えば医者が余っているという状

況であります。ただ、その先生方が地方に来ていただく、地方に目を向けていただくとい

う制度をとっていただかなければ、地方としてはなかなか先生の確保が難しいというのが

現状でありまして、この点については町村会の中でも話が出ていまして、常に申し上げて

いるところであります。今本当は十勝全体で、北海道で今大学が２つしかないということ

でありますので、十勝にも医療大学という声も出ているわけでありますけれども、それの

実現というのはすぐ近々にできるものではないというのが現状であります。私どもとして

は、地方に目を向けていただける先生方をどうやって確保していくのかというのが道にも

求められているところであります。道としても今体制はとっているわけでありますけれど

も、地方に派遣をするということ、そこまではできていないということでありまして、私

どもも道への要請活動、また担当課への活動もそれぞれ行っているわけでありますけれど

も、この先生かその先生をどこの地方にというのが個別に具体的に出てきていないという

のが今現状です。この２年ぐらい常に札幌に行ったときにもそういうことを浦幌の現状を

申し上げながらお話をさせていただいています。浦幌は１人体制ということでありますか

ら、その点についても道としては理解をしているのだけれども、医師を派遣するという具

体的な部分については今具体策を持ち得ていないというのが道の現状だろうというふうに

思っています。そういう面では、私どもとしては道に頼って医師を確保するということは

難しいというふうに認識しているところでありまして、先日も榊原先生ともお話をさせて

いただきました。榊原先生の後のことについても今後は考えていかないとならないだろう

ということで、その点についても榊原先生とお話をさせていただきながら、先生同士の連

絡網といいますか、そういう関係もあるだろうというふうに思っていますので、その辺に

ついても手助けをいただきながら今後とも医師の確保というのは考えていかなければなら

ないのだろうというふうに思っています。ただ、現実的に大変厳しいというのが現状だと

いうふうに思っていますので、ただ厳しい、厳しいと言っていましてもどうにもならない

というのが、どうにもならないというか、厳しいと言っても何も解決できるものではあり

ませんので、今後ともいろんな手づるを使いながら、医師の確保については無医村になら

ないような形で考えていかなければならないだろうなというふうに思っています。そうい

う面では、本当に大変厳しい話でありますけれども、これは継続的に努力を重ねていくと

いうことが必要なのだろうというふうに思っていますので、札幌の医療財団等についても

行くたびにお話ししているのですけれども、医療財団も個別の先生を確保しているという

話、短期で来るのはいいのですけれども、１年とか３年というふうに派遣するというパタ

ーンにはまだまだなっていないというのが現状でありますので、私どもとしては今後とも

政務活動の中で医師の確保については引き続き努力をしてまいりたいというふうに思って

います。残念ながらそれまでしか今言えないというのが現状であります。 
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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、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７ 認定第９号 

〇田村議長 日程第７、認定第９号 平成22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。 

〇新川施設課長 認定第９号 平成22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22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23年９月５日提出、浦幌町長。 

 別冊の決算書をごらんください。平成22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３億2,293万1,156円、２、歳出総額３億1,821万

5,584円、３、歳入歳出差引額471万5,572円、５、実質収支額471万5,572円。 

 この会計は、浦幌町公共下水道の建設及び維持管理に関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53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22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22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該当

がありませんので、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、

継続分２件、新規１件でございます。２節滞納繰越分、収入未済額24万3,850円につきまし

ては、１件、１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
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額27万528円につきましては、101件、30人分でございます。２節滞納繰越分、収入未済額

16万1,162円につきましては、74件、10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、内容は浦幌終末処理場の沈砂池設備更新工事及び

調査設計委託業務でございます。 

 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の利子でございます。 

 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目公共下水道事業債、この科目につきましては下水道整備に係る事業

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係る一般管理費でございます。14節使用料及び賃借

料につきましては、説明資料54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係る経費でござ

います。特に説明する内容はございません。 

 ２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係る

経費でございます。11節需用費、13節委託料につきましては、説明資料54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54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係る内容

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54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。不用額につきまし

ては、平成21年度３月、繰上償還に伴う償還金利率の確定による残額でございます。 

 ４款１項１目予備費、この科目につきましては執行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） 
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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、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８ 認定第１０号 

〇田村議長 日程第８、認定第10号 平成22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。 

〇新川施設課長 認定第10号 平成22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22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23年９月５日提出、浦幌町長。 

 別冊の決算書をごらんください。平成22年度浦幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算

書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額4,780万686円、２、歳出総額4,663万6,733円、３、

歳入歳出差引額116万3,953円、５、実質収支額116万3,953円。 

 この会計につきましては、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55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22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22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係る受益者分担金でございます。 

 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188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に係る還付金でございます。 

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

係る事業債でございます。 
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 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係る一般管理費でございます。14節使用料及

び賃借料につきましては、説明資料56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係る経費でござ

います。22年度は６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56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

槽の建設費に係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56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。不用額につきまして

は、償還金利率の確定による残額でございます。 

 ４款１項１目予備費、この科目につきましては執行してございませんので、不用額とな

っております。 

 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、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９ 認定第１１号 

〇田村議長 日程第９、認定第11号 平成22年度浦幌町簡易水道特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 認定第11号 平成22年度浦幌町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につ
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いて。 

 平成22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23年９月５日提出、浦幌町長。 

 別冊の決算書をごらんください。平成22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４億178万964円、２、歳出総額３億9,732万1,710円、

３、歳入歳出差引額445万9,254円、４、翌年度へ繰り越すべき財源、繰越明許費繰越額25万

5,000円、実質収支額420万4,254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に関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57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22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。 

 次のページをお開きください。平成22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62万

1,230円につきましては、164件、47人分でございます。２節滞納繰越分、収入未済額101万

5,016円につきましては、231件、24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24件、改造４件の内容

でございます。 

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

は簡易水道事業における国庫補助金で、内容は配水管新設工事及び調査設計委託業務でご

ざいます。 

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

計からの繰入金でございます。 

 ５款１項１目繰越金、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。 

 ６款諸収入、１項雑入、１目雑入、この科目の収入につきましては消費税確定申告に係

る還付金でございます。 

 ７款１項町債、１目簡易水道事業債、この科目につきましては水道施設整備に係る事業

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係る人件費などの一般管理費でございます。14節

使用料及び賃借料につきましては、説明資料58ページに記載のとおりでございます。 

 ２目施設管理費、この科目につきましては簡易水道施設における維持管理に係る経費で

ございます。11節需用費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、18節備品購入費につきま
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しては、説明資料58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、修繕料等の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係る量水器取りかえ

工事などに係る経費でございます。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58ページ、59ページに記載のとおりでございます。 

 次の２目について科目の印字が誤っておりますので、修正をお願いいたします。申しわ

けございません。２目きめ細かな・臨時交付金事業費となっておりますが、正しくはその

前に地域活性化をつけていただいて、地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費でござい

ます。申しわけございませんが、追加と訂正をお願いいたします。この科目につきまして

は、浦幌町簡易水道における配水管の新設及び更新を図るもので、本年度の道営畑地帯総

合整備事業は繰越明許費にて実施した内容で、説明資料59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。不用額につきまし

ては、償還金利率の確定による残額でございます。 

 ４款諸支出金及び５款予備費、この科目につきましては執行してございませんので、不

用額となっております。 

 以上、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。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 滞納繰越分、また収入未済の関連について伺いたいと思いますが、当然下水

道と関連しておりますので、そちらのほうにも関係したお尋ねをしたいと思いますが、下

水道の料金と簡易水道の料金と同じふうに未済あるいは滞納になっているかと思ったらそ

うでなくて、金額も人数も違う。金額はもちろん違いますが、人数も違うということは、

悪く言えば、水とまったら困るから簡易水道払うけれども、下水道だけ延ばすという、そ

ういう現象が起きているのか。これ報告書見ますと滞納分が減るのだけれども、現年でま

た積み重なって、トータルすると数字がそんなに変わらないものが残っていくという現象

起きていますよね。ですから、下水道と簡易水道の料金の関係、それから現年分の滞納と

いうか、未済になる分と滞納になる分の関係、それから特に内容知りたいのですが、例え

ば３月、年度で決算ですから、３カ月、５カ月、あるいは１年なり滞納している分を１回

払うけれども、また未収になっていく、そういうことが常に決まった家庭で起きているの

でないかというふうな見方もできるのですが、その辺について説明を求めます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 今のご質問なのですけれども、滞納金は下水も簡水もここに記載してい

るとおりございまして、まず滞納金の処理につきましては、公営住宅なんかも一緒なので
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すけれども、滞納プロジェクトチームをつくりまして、情報交換しながら、やっぱりこう

いう方もどうしても多重債務者でありまして、これのみということではございません。そ

れで、下水道と簡易水道と滞納者は違いますが、それは発生した時点とかが違いますので、

そういう件数の違いがございます。水道をとめれば下水道は基本的に流すことはできない

と思います。それで、給水関係についてなのですけれども、例えば滞納者については毎月

示しまして、滞納者はわかります。２カ月収入がないということになれば、まず督促の通

知をします。これは、実質的な納付を促すといった意味合いでまず行います。それでも本

人から何も申し立てがなければ、３カ月をめどというか、その間にもちろん電話、書状で

通知はしますけれども、催告ということを行います。それで、その間に当然行きもします

し、電話しますし、ご本人に事情関係も確認いたした中で、全額でなくても一部でも納め

たらということで、そういう交渉もさせていただきます。 

 ライフラインでございますから、すぐに給水停止というような手続はとってはおりませ

ん。公平性でいくと、皆さん納めていただいているので、行く行くはそういうふうになり

ます。給水の停止にいくまでは、３カ月まで催告をしまして、その後にまた納入相談とい

うことで滞納者のところに行きまして、いろいろ支払い方法等を相談します。最終的には

相談に４カ月、催告３カ月の後に４カ月目の間にいろいろやりますけれども、それでも本

人の意思、申し立てがどうしてもないと、納入する気がないといったものにつきましては

納入期限を町のほうから通知いたしまして、給水停止の執行という形をとっております。

基本的には全額納入というのが望ましくて、そうでないと現年度分が重なって杉江議員言

われるように滞納は減っていきません。そこは、我々一番危惧しているのは現年分を何と

か解消しようということで行っておりますが、現状なかなかそういうような形に至ってお

りません。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 さきの質疑でも同じことをお聞きしましたけれども、非常にプロジェクトチ

ームも一生懸命やっていただいていると思っています。大変な作業であります。ただ、こ

れためますと１カ月払わない者は３カ月払わない、３カ月払わない者は６カ月というのか

な、１年になる。そのようなことにならないように現年処理、できるだけ現年処理。年度

またがって出てくるのは仕方ないとしても、現年処理できるように努力していくべきだと

思っておりますので、よろしく頑張ってください。 

〇田村議長 答弁はよろしいですか。 

〇杉江議員 はい。 

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） 
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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、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、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時１０分  休憩 

午前１１時２９分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第１０ 発委第４号 

〇田村議長 日程第10、発委第４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会、中尾委員長。 

〇中尾総務文教厚生常任委員長 発委第４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23年９月14日提出、提出者、総務文教厚生常任委員会委員長。 

 地方財政の充実・強化を求める意見書（案）。 

 意見書案につきましては事前に配付されておりますので、要旨のみ説明させていただき

ます。 

 東日本大震災によって、東北・関東では多くの自治体が甚大な被害を受けました。今後

は、自治体が中心となった復興が求められます。また、全国の経済状況は依然として停滞

しており、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。2011年度政府予算で

は地方交付税については総額17.5兆円を確保しており、2012年度予算においても、震災対

策費を確保しつつ、2011年度と同規模の地方財政計画・地方交付税が求められます。この

ため、2012年度の地方財政予算全体の安定確保に向けて、政府に次の通り対策を求めます。 
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 記、１番目といたしまして、被災自治体に対する復興費については、国の責任において

確保し、自治体の財政が悪化しないよう各種施策を十分に講ずること。 

 ２、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、2012年度地方財政計画・

地方交付税総額を確保すること。 

 ３、地方財源の充実・強化をはかるため、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。 

 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９月14日、北海道十勝郡浦幌町議会。 

 提出先は、内閣総理大臣ほか関係大臣であります。 

 議員各位のご協賛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４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、発委第４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１１ 発委第５号 

〇田村議長 日程第11、発委第５号 2012年度「公立高等学校配置計画案」の撤回・再考

を求め、地域や子どもの実態に応じた高校づくりを実現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。 

 総務文教厚生常任委員会、中尾委員長。 

〇中尾総務文教厚生常任委員長 発委第５号 2012年度「公立高等学校配置計画案」の撤

回・再考を求め、地域や子どもの実態に応じた高校づくりを実現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９月14日提出、提出者、総務文教厚生常任委員会委員長。 
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 2012年度「公立高等学校配置計画案」の撤回・再考を求め、地域や子どもの実態に応じ

た高校づくりを実現する意見書（案）。 

 意見書案につきましては事前に配付されておりますので、要旨のみ説明させていただき

ます。 

 道教委は６月７日、2012年度から３年間の「公立高校配置計画案」と2015年度から４年

間の見通しを示した「公立高等学校配置計画案」及び「公立特別支援学校配置計画案」を

明らかにしました。「公立高等学校配置計画案」は、「生徒の多様な学習ニーズ、進路動向

などに対応する」としながら、全道的な中学卒業者の減少傾向や教育水準の維持向上など

を口実に、３年間で12校12学級の機械的学級削減を示すとともに１校を募集停止とすると

しています。また「公立特別支援学校配置計画案」は、知的障害のある生徒の高等部への

進路希望者を受け入れるためとして、２校２学級の定員増を行うとし、しょうがい児学校

全体では卒業予定者数の118％の定員を設定するとしています。このような再編統廃合によ

って、子どもたちは遠距離通学等を余儀なくされ、精神的・身体的負担が増大するばかり

か、保護者に経済力がなければ、通学を断念せざるをえません。教育の本質は、個人の尊

厳を基盤とした「人格の完成」にあります。子どもたち一人ひとりを大切にして、潜在的

な可能性を最大限に開花させる「ゆたかな高校教育」の実現をめざし、中学卒業者数の減

少期だからこそ地域に高校を存続させ、ゆきとどいた教育を行うことが必要です。以上の

趣旨にもとづき、道教委の「公立高等学校配置計画案」の撤回・再考を求めるとともに、

次の事項について要請します。 

 要請事項、１、道教委の「公立高校配置計画案」及び「公立特別支援学校配置計画案」

は、地元の高校を存続させてほしいという子ども・保護者・道民の切実な願いを踏みにじ

り、機会均等や子どもの学習権利を奪うとともに、地域の教育・文化だけでなく地域その

ものを崩壊させることから、ただちに撤回・再考すること。 

 ２、地域キャンパス校の「募集停止」は、その地域に生活する子ども・保護者に遠距離

通学や下宿生活などを強いるばかりか高校進学を断念せざるを得ない状況に追い込むだけ

でなく、全道各地に広がる地域キャンパス校や小規模校のある地域の子ども・保護者・住

民などに進路や将来に対する不信と不安を一層増大させ、地域そのものを瓦解させること

から、撤回すること。 

 ３、「石狩学区の１学区」など学区拡大や「学校裁量問題」の導入は、受験競争を激化さ

せ、高校の序列化を招くとともに、遠距離通学や保護者の経済的負担増、小規模校の統廃

合を加速させるなど、多くの弊害を生じさせることから、撤回・再考すること。 

 ４、道民の広範な意見を聞き、子どもたちを受験戦争から解放し、「序列化」「高校間格

差」「地域間格差」を解消すること。また、しょうがいのある・なしにかかわらず、希望す

るすべての子どもが地元の高校へ通うことのできる後期中等教育を保障するため、「地域合

同総合高校」の設置など、ゆたかな高校教育を実現するため検討をすすめること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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 平成23年９月14日、北海道十勝郡浦幌町議会。 

 提出先は、北海道教育委員会であります。 

 議員各位のご協賛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、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。 

 

    ◎日程第１２ 発委第６号 

〇田村議長 日程第12、発委第６号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する

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。 

 産業建設常任委員会、森委員長。 

〇森産業建設常任委員長 発委第６号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関す

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９月14日提出、提出者、産業建設常任委員会委員長。 

 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書（案）。 

 意見書（案）につきましては事前に配付しておりますので、要旨のみ説明させていただ

きます。 

 近年、地球温暖化が深刻な環境問題となっている中で、森林は二酸化炭素の吸収源とし

て、大きな関心と期待が寄せられているところでありますが、本道の森林・林業・木材産

業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあり、引き続く経済の低迷は、経営基盤の脆

弱な林業・木材産業に深刻な影響をもたらしている。このような厳しい状況の中、森林整

備を着実に推進し、森林の多面的機能を持続的に発揮するとともに、林業の安定的発展と

山村の活性化を図っていくためには、「森林・林業再生プラン」に基づき、森林施業の集約

化、路網の整備、人材の育成等を積極的に進めるとともに、道産材の利用促進により、森

林・林業の再生を図ることが重要であり、また先般の東日本大震災により、東北地方を中



 － 26 － 

心に未曾有の大災害をもたらしたところであるが、その復旧・復興が必要であるため、以

下の項目を実現するよう要望する。 

 １、東日本大震災の速やかな復興に向けて、被災した森林や木材加工施設等の早期復旧

に加え、復興木材の供給に向けた被災地域及び全国における森林・林業再生を加速化する

こと。 

 ２、今般導入される地球温暖化対策のための税の使途に森林吸収源対策や木材利用促進

を位置づけるなど森林整備推進等のための安定的な財源措置の確保による森林経営対策を

推進すること。 

 ３、間伐等森林整備の推進、持続可能な森林経営の確立に向け、森林管理・環境保全直

接支払制度による搬出間伐の推進、路網整備等経営基盤の整備、担い手育成確保対策の強

化を図るとともに、森林施業の集約化や機械化の推進、森林整備経費の定額助成の導入な

ど効率的施業の推進と所有者の負担軽減を推進すること。 

 ４、低炭素社会の実現に着目した公共建築物や民間住宅・事務所等での地域材の利用を

推進するとともに、新たなエネルギー政策の転換の検討に当たって、木質バイオマスエネ

ルギーを最大限活用するなど国産材の利用拡大を推進すること。 

 ５、森林整備加速化・林業再生事業の拡充・延長により、川上・川下が一体となった森

林・林業の再生に向けた取り組みを推進すること。 

 ６、国民共有の財産である国有林については、一般会計により、公益的機能の一層の発

揮を図るとともに、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９月14日、北海道十勝郡浦幌町議会。 

 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣ほか各関係大臣であります。 

 議員各位のご協賛を賜りますよう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、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。 
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    ◎日程第１３ 発委第７号 

〇田村議長 日程第13、発委第７号 軽油引取税の課税免税措置などの恒久化を求める要

望意見書の提出についてを議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 産業建設常任委員会、森委員長。 

〇森産業建設常任委員長 発委第７号 軽油引取税の課税免税措置などの恒久化を求める

要望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９月14日提出、提出者、産業建設常任委員会委員長。 

 軽油引取税の課税免税措置などの恒久化を求める要望意見書（案）。 

 意見書（案）につきましては事前に配付しておりますので、要旨のみ説明させていただ

きます。 

 農業など各産業分野の発展に貢献してきた軽油引取税の課税免除措置（免税軽油制度）

が、平成24年３月末に期限切れを迎え廃止される予定である。経営規模が大きい北海道の

農業は、トラクター等の大型農業機械を使用し、燃料として免税軽油を使っている。また、

漁業の船舶や鉄道輸送などあらゆる産業分野で活用され、基幹産業の育成や地域経済の活

性化に貢献してきた。燃油価格が高止まり状態の中で、免税軽油制度や農林漁業用Ａ重油

に対する特例措置が廃止されると、農林水産業など幅広い分野で大きな経済的打撃を受け

ることになる。このため、軽油引取税の課税免除措置及び農林漁業用Ａ重油に対する特例

措置の恒久化などについて下記事項を要望するものでございます。 

 １、軽油引取税の課税免除措置（免税軽油制度）を恒久化すること。 

 ２、農林漁業用Ａ重油に対する石油石炭税の特例措置を恒久化すること。 

 ３、地球温暖化対策税については、農業者の負担が増えることのないよう万全の措置を

講ずること。とくに、燃油への課税は、油種に関わらず負担増を回避すること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 平成23年９月14日、北海道十勝郡浦幌町議会。 

 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣ほか関係大臣であります。 

 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７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、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１４ 発委第８号 

〇田村議長 日程第14、発委第８号 原子力発電からの脱却と自然エネルギーの推進を求

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。 

 産業建設常任委員会、森委員長。 

〇森産業建設常任委員長 発委第８号 原子力発電からの脱却と自然エネルギーの推進を

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23年９月14日提出、提出者、産業建設常任委員会委員長。 

 原子力発電からの脱却と自然エネルギーの推進を求める意見書（案）。 

 意見書（案）につきましては事前に配付されておりますので、要旨のみ説明させていた

だきます。 

 ３月11日に発生した東日本大震災で被害を受けた東京電力の福島第一原子力発電所で

は、「炉心溶融」や水素爆発、放射性物質の大量漏えいなど、原子力史上最悪の事態を招い

ており、収束の見通しも立っていません。また、多くの住民が長期の避難生活を強いられ、

避難地域以外の住民も、通常より高い放射線の中で生活している。特に、放射線の影響を

受けやすい子どもたちは、健康と生命の危険にさらされており、原発労働者なみの「年20ミ

リシーベルト基準」は、子どもたちに被ばくを許すものであり断じて容認できるものでは

ない。子どもたちの未来に「負の遺産」を残さないためにも、持続可能で平和な社会（脱

原発社会）を実現しなければならず、政府においては、原発の「安全神話」が崩壊し国民

の信頼を大きく失ったことを踏まえ、原子力発電を推進してきたエネルギー政策を転換し、

自然エネルギーを推進するなど４項目について強く要望するものであります。 

 １、原子力発電推進のエネルギー政策を見直し、自然エネルギーの推進に転換すること。 

 ２、既存の原子力発電所の運転を段階的に中止し、安全最優先の原子力行政に転換する

こと。 

 ３、プルサーマル発電用のプルトニウム・ウラン混合酸化物燃料（ＭＯＸ燃料）使用を

認めないこと。 

 ４、緊急時計画区域（ＥＰＺ）の拡大を含め、原子力防災に関する指針の抜本的な見直

しを行うこと。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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 平成23年９月14日、北海道十勝郡浦幌町議会。 

提出先は、内閣総理大臣、経済産業大臣であります。 

 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、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１５ 発議第５号 

〇田村議長 日程第 15、発議第５号 委員会の閉会中の継続審査の件についてを議題とい

たします。 

 議会運営委員長から、目下委員会において審査中の事件について会議規則第 75条の規定

により議会閉会中の継続審査の申し出がありました。 

 お諮りをいたします。委員長から申し出のとおり議会閉会中の継続審査とすることにご

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、発議第５号は提案のとおり議会閉会中の継続審査とすることに決定をいたしま

した。 

 

    ◎日程第１６ 発議第６号 

〇田村議長 日程第 16、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１７ 発議第７号 
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〇田村議長 日程第 17、発議第７号 所管事務調査についてを議題といたします。 

 各委員長から、次の定例会までの議会閉会中にお手元に配付のとおり所管事務調査を行

いたい旨の申し出がありました。所管事務調査については、各委員長の申し出どおり各委

員会に付託して議会閉会中にこれの調査をすることにしたいと思いますが、これに異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、各委員長より申し出のあった所管事務調査については、各委員会にこれの調査

を付託して議会閉会中調査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 ここで町長より発言の申し出がありますので、これを許します。 

 町長。 

〇水澤町長 議長のお許しをいただきましたので、閉会に当たりまして一言ごあいさつを

申し上げます。 

 平成23年第３回の定例会に提案をさせていただきました議案11件につきまして可決、決

定をいただきまして、さらに同意案件、諮問案件それぞれ１件につきご同意をいただき、

さらに認定案件であります平成22年度の一般会計及び10特別会計の決算認定についても認

定をいただきました。まことにありがとうございました。 

 本定例会の最中におきまして委員の皆様から多くの意見と提案を賜りました。私どもと

しましては、皆様からいただきました貴重な提案、ご意見につきましては今後の町政に十

分反映をしてまいりたいというふうに考えているところであります。町民の皆さんの声と

ともに議員の皆様の声を真摯に受けとめて、これからも町政を進めてまいります。浦幌町

の課題は山積をしておりますけれども、今後とも議員各位の皆さんのお力をおかりしなが

ら町政執行を続けてまいりますので、どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げまして、閉

会に当たってのあいさつとさせていただきます。 

 本当にありがとうございました。 
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    ◎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３回浦幌町議会定例会を閉会いたします。 

閉会 午後 ０時０４分 

 


