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平成１７年浦幌町議会第１回定例会（第３号） 
 
平成１７年 ３月１４日（金曜日） 

開議 午前１０時００分 
延会 午後 ２時５４分 
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 日程第 １ 議案第１６号 浦幌町下水道条例の一部改正について 
 日程第 ２ 議案第１７号 浦幌町個別排水処理施設管理条例の一部改正について 
 日程第 ３ 議案第１８号 浦幌町給水条例の一部改正について 
 日程第 ４ 議案第１９号 浦幌町健康センター設置及び使用管理条例の廃止について 
 日程第 ５ 議案第２０号 町道路線の廃止及び認定について 
 日程第 ６ 発議第 ２号 「定率減税」の廃止を行わないことを求める意見書 
 日程第 ７ 議案第３１号 平成１７年度浦幌町一般会計予算 
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開議 午前１０時００分 
     ◎開議の宣告 
○水沢議長 只今の出席議員は、16 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。 
 本日の議事につきましては、配布しております日程表により進めますので、よろしくお

願いをいたします。 
 
     ◎日程第１ 議案第１６号 
○水沢議長 日程第１、議案第１６号 浦幌町下水道条例の一部改正についてを議題とい

たします。 
 この議題につきましては、11 日に質疑の途中で散会いたしました。11 日に引き続き、審

議を続けます。質疑ありませんか。 
 12 番、森議員。 
○森（啓）議員 先般、原価計算ですが、774 円、償還債も含んだ中身で原価計算されてい

るか、その答弁だけでよろしいです。 
 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 供給原価の算出の方法の答弁でよろしいですか。 
○水沢議長 12 番、森議員、もう一度お願いいたします。 
○森（啓）議員 償還債も含んだ中身で原価計算をされて 774 円と言われたかどうかとい

う、そのお答えをお願いします。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 今、森議員の方から質問があったように、償還分も含めて原価を計

算しております。その結果が 774 円ということでございます。 
○水沢議長 7 番、岡田議員。 
○岡田議員 先日の答弁で一般用の関係なんですけども、10 トンから 8 トンに引き下げを

したという中身なんですけれども、その中でですね、実際のところ独居老人の方含めて実

質どれくらい使われているのか。上水の方も関係してくるかなと思うんですけれども、ち

ょっとお聞かせ願えればと思います。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 上水の関係については、後ほどまた出てまいりますので、下水の関

係につきましては、ほとんどが一般企業それから会社等を除いた一般の方については、独

居老人それから独身者等含めまして 7～8トンというのが平均的なところだというふうに推

計的には大半がそこを占めているということで、10 トンから 8 トンに下げた方が一般的に

使う方の方たちにはメリットがあるのではないかなということで、積算をさせていただき

ました。 
○水沢議長 7 番、岡田議員。 
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○岡田議員 今 7 トンから 8 トンと言われたのですけれども、おそらく一人暮らしの人で

したらそこまで使わないのではないかなという感じがするわけですよね。それでもし特例

で認められるのであれば、この下の 6 トンという幅も設けたらどうなのかなという感じも

するのですけれども、そういうふうにすればちょっと数字のトリックみたいな形で実質値

上げというのはもともと多いんですけれども、10 トンから 8 トンになって 1,620 円という

形になっているのですけれども、その分で実質は手出しは 60 円の値上げのようになるんで

すけれども、それをやっぱりどうしても 6 トンか 6 トン以下しか使わないよという方に特

例でもし出来れば値段設定は後々考えるとして、特例として単独で一人暮らしの方も含め

て大変年金等で暮らしている方もおられると思いますのでね、その辺も含めてもし出来る

か出来ないかお聞きしたい。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 量的なことについては、管内的な状況からいっても 6 トンというの

はないんですけれども、うちの方では他町村と違って一応減免措置を設けておりまして、

今回の改正でも全世帯全員の町民税賦課が均等割以下の世帯、それから生活保護法による

保護が適用されている世帯、それから身体障害者福祉法に定める 1 級及び 2 級に該当する

方が同居されている世帯、それから世帯の全員が町民税の賦課が免除されている世帯、こ

れらについては減免措置を講ずるということになっておりますので、その辺で若干救われ

るかなという感じがしますけれども、量的なことではちょっと今のところ考えてはおりま

せん。 
○水沢議長 7 番、岡田議員。 
○岡田議員 今後ともですね、今回このような形で出ているわけですけれども、今後に対

しましてもその辺も含めて十分協議をいただきたいと思います。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 また 3 年を経過して審議会を予定しておりますので、その中でまた

審議委員の方とも協議をしてまいりたいというふうに思います。 
○水沢議長 13 番、岸田議員。 
○岸田議員 今の減免措置についての説明がなされたんですけれども、今回の審議会の中

で料金の改定と同時にこれまで減免制度がとられていたそのことについては、今後どのよ

うに取り扱われていきますか。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 審議会の中でも減免の関係について若干話は出ておりましたけれど

も、基本的には減免をなくす方向で水道料については公平にやるべきではないかという意

見がありましたけれども、これは政策的なこともありまして、今まで基本料金の 40％、60％
の減免をやっていたわけですけれども、今回はより均衡性を保つということで、今回の改

訂では減免は 20％ということで、先程ご説明いたしました世帯に対して 20％の減免をする

ということで、一応お諮りをしております。 
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○水沢議長 13 番、岸田議員。 
○岸田議員 町条例によりますと、それぞれ下水道条例第 21 条、またこれから提案される

給水条例の第 30 条において、それぞれ、町長は公益上その他特別の事情があると認めたと

きは、この条例で定める使用料又は占用料を減免することができる。と、条例でうたわれ

ている訳ですけれども、そういう中でその他特別の事情ということが今の課長から説明さ

れた減免措置、いわゆる 40％、60％と、それが今回の審議会の中では均衡を保つというこ

とで 20％というふうに減免措置が改正されるような動きになっているようですけれども、

この制度がですね、やはりこの制度が減免制度もあることによって低所得者と言われてい

る人方の生活に非常に大きな影響を及ぼし、またこうした生活をある面では側面から助け

てきたという制度だったと思うんですよね。であれば、この制度をもう少し逆に生かして

ね、低所得者の方々の生活面を配慮した、こうした値上げということも考えていくべきで

ないかと思いますけれども、その辺の見解についてお尋ねします。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 今回の下水道審議会につきましては、若干前回のこともありますので説明さ

せていただきますけれども、第 1 案、第 2 案ということで、30％、50％の削減案を提案さ

せていただいております。提案のことについては、決してこの中から選びなさいとか、こ

れを押し付けるというものではありません。水道の案で申し上げますけれども、こちらの

提案と違った形で決定をいただいております。決して押し付けるものではないということ

であります。その中で十分歳入の動向、また原価、湧水量等の関係、供給単価等の関係を

十分検討していただいた中で、今回、それぞれ審議会の中において決定をみたものであり

ます。その中で自立であれば本来 50％という計画でありました。それがどうして 30％に出

来るのかということになりますと、自立推計では交付税の見方が当時発表になった国の交

付税の見方というのが非常に厳しいものでありました。17 年、18 年については、非常に厳

しく削減しますよという直後の自立推計ということでありましたので、交付税の見方が非

常に厳しく見ております。臨時財政対策債も含めての話でございますけれども、今の 17 年

度予算との差を見ますと約 9,000 万の差があります。それだけ自立推計は厳しかったとい

うことであります。しかし、老人保護措置費等の関係もあって、削減がされておりますか

らその半額くらいが今回交付税的なもので余裕が出来たのかな、それらをどのような形で

この 17 年度予算に反映していくのかという形の中でございました。それを自立推計を実行

するにあたって、その分を全般にどういう形で町民の負担を軽減していけるのかというこ

とを考えた中での今回自立推計から見た中で50％が30％でもいけるのではないかというこ

とであります。もちろん厳しく町民にとっては非常に厳しいものになりますけれども、自

立をしていくという中においても非常に財政上は厳しいものがあります。そういう中で多

くの料金を賦課して取りすぎるということではなくて、必要最低限に抑えていかなければ

ならないということの中で、考えてきたものでございます。その中で、今回の前々から要

望がありました 10 トンを 8 トンに下げるということでその分の軽減を図りましょうと、更
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にしかしながら、今まで減免をしていた 40％、60％、10 トンだから 40％、60％という削

減をしていたんですけれども、今回 8 トンに引き下げるということで、これの見直しとい

うことで 20％という減免に切り替えたものであります。先程、管財課長から説明がありま

したように、使用料の公平性と言いますか、税の公平性と言いますか、それぞれ基本的な

負担というものを願っていかなければせっかく上げても軽減措置だけをとっていってしま

うと、また 6 トンに下げていくと実質的な効果がなかなか表れないということになります。

そして超過料金を払う人のみが多く負担をしていかなければならないということになりま

す。それらを考えていくと、どうしてもその 40％、60％という削減についても見直しをし

なければならなかったということでありますので、その辺も含めてご理解をいただきたい

なと、このように考えております。 
○水沢議長 14 番、島田議員。 
○島田議員 今の町長の答弁の中にね、料金の見直しと言うか、トン数を下げたので減免

のあり方については見直すということなんですが、10 トンから 8 トンに下がったのはトン

数だけであってね、基本料金は上がっているのだから実質 8 トンから 10 トンの世帯は、負

担増ですよ。これ自体が。8 トン以下は勿論料金改定で負担増ですよね。だからね、この問

題と減免見直すのはね、私は違うと思います。減免基準はやっぱりきちっと設けていくべ

きだし、それで課長に伺いたいんですが、先程言った 8 トンに下げたというのは、料金が

下がったようなニュアンスで言われているのだが、そこはっきりして下さい。それと減免

は前年度でもいいんですが、減免が適用された世帯数と言いますか、どの位あるのか。そ

れと先程質問あったのですが、7～8 トンと言われたのですが、平均してね。これは一人世

帯を言ったんだろうか。それとも全体の平均使用トン数を言ったんだろうか。そこらもう

少しはっきりと説明願います。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 減免についての世帯数につきましては、ちょっと今資料を持ってい

ませんので後程お知らせをしたいというふうに思います。それからその平均 7～8 トンの使

用料につきましては、独居老人世帯含めての平均なのか、それとも一般的な供給量なのか

ということでございますが、先程申し上げたのは下水道に限っての一般的な平均というこ

とでご理解をいただきたいと思います。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 申し訳ありません。7～8 トンの平均的世帯の世帯数はどれ位かとい

うことにつきましても今数字がございませんので、後程お示しをしたいと思います。それ

から 10トンから 8 トンに下げたことによって水道料金が安くなったのではないかというご

質問でございますが、これに対しましては確かに今まで少ない 10 トン以下だった人も 10
トンまでの料金をとられると、今度はそれを 2 トン下げることによって 8 トンからの 10 ト

ンの人が救われるということで、それが大半かと言うとそうではございませんけれども、

一部そういう意見が前から町民の間からもっと下げてもらえないかという意見がございま
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したので、今回 10 トンから 8 トンに下げたということでご理解をいただきたいと思います。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 基本的な考え方は、上げるということをご理解いただきたいと思います。決

して下げるということではありません。基本的な考え方は、料金を上げる、その中で 8 ト

ンに抑えることによって 8 トン世帯水量以下の世帯の負担を抑えていけるという考えのも

とでこの 8 トンにしたということでございます。決して利用者の下水道料金を下げるとい

うことではなく、基本的な考え方は上げるということを基本に踏まえて一つご理解をいた

だきたいと思います。 
○水沢議長 暫時、答弁調整のため休憩いたします。 
 

午前１０時２４分 休憩 
午前１０時２８分 再開 

 
○水沢議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 6 番、野村議員。 
○野村議員 本当にこの下水道の問題、あとの浄水場にも関連してみんな真剣に議論して

おります。徴収する行政側の考え方よく分かります。特別会計の健全化それから財政再建

自立のためのこうしなければならないという考えは、よく分かるんだけれども、あまりに

も上げ幅が大きかったり基本的な減免の問題をまた改定したり、町民の負担を考えてこの

ような数字を出されているのかということがやっぱり大きな議論だと思っております。そ

れで何度も答弁の中に審議会は 3 年に一度開催し、見直しという形を答弁されております

けれども、去年も上げ、今年も上げるということになったら、そうすると 6 年間で 2 年続

けて上げたと、あと 4 年間は今後間違いなく提案者側、審議会を開催しながらもあるだろ

うけれども、このままでいくと 4 年間はこの数字で上げないで実行出来るという考えで提

案しているのかどうか。この後 4 年間は行政側は値上げについては提案をしないという、

そんな考え方でこの大幅な値上げを求めているのか、それをちょっと確認したいと思うん

ですけれども。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 先日の質問でもお答えいたしましたけれども、この下水道審議会については

平成 9 年に開催して、その後 7 年間開催していなかったということで平成 16 年 4 月に改正

を行ったものであります。以前から 3 年ごとに上げる上げないに関わらず審議会を開いて

見直しをすべきだということでありましたけれども、これについては行っていなかったと。

今回、この 16 年度を上げるときに 7 年間だからと一気に上げることは出来ないということ

で、ある程度抑えながら行ってきたものであります。本来であれば、3 年後に上げる、上げ

ないに関わらず 3 年後にということでございましたけれども、この財政が 17 年、18 年非

常に厳しいという中で 2 年間前倒しさせていただきたいということで、提案させていただ
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いております。その中で 3 年後にはやはり見直しをいたしますけれども、その時には上げ

るか上げないかということもありますけれども、出来れば 2 年前倒ししたのですから 6 年

間という形でいくと 5 年間は最低でもこれで持たなければならないですね、という考えを

持ちながら約束ではありませんけれども、そういう考えを持ちながら今回提案をさせてい

ただいているということであります。これについてもまた水道についてもそうですけれど

も、そういう形で見直しをしながら長期的な展望に立ちながらということで、計算をさせ

ていただいております。今回のこの作成するにあたっても 17 年から 21 年間の推計という

ものを作った中で今回この改正ということで、提案させていただいておりますのでよろし

くお願いいたします。 
○水沢議長 6 番、野村議員。 
○野村議員 基本的な考え方、今後の審議会そして値上げについての町長の考え方は分か

りましたけれども、先程、町長の説明の中でも自立推計の中でも 50％上げなければ自立と

して非常に厳しいという答弁もまた自立推計の中にもあったとおり、それを今回 30％で止

めたということになりますと、今言った説明の根拠 20％をどこで解消するのか。また 3 年

後の審議会であの時の 20％残っているから上げなければならないという論議になる可能性

もあるのではないかと思うんですけれども、なんとなく今言った何とかやりたい、4 年間も

たせたい、5 年間もたせたいというのが空論になるような気がするんですけれども、その辺

の数字的な問題、今言ったように今回 2 年続けて上げるけれども、町民のためにこの 5 年

間は何とか頑張ってこのままでいくよということ確約出来て提案する考えなのか、それだ

けもう一度確認したいんですけれども。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 先程お話しましたけれども、交付税、臨時財政対策債の見方というものが大

幅に変わっております。当初、自立推計の時は非常に厳しい国の方針、17 年、18 年という

のが出た後でございましたので、17 年度につきましてはその時点で 9％の削減という予定

を臨財債を入れてしております。今回、6％の削減ということでしておりますので、その差

が約 9,000 万ございます。それに老人措置費とかの削減されたものを考えても約半分位の

余裕は出たのかなということで、今回この 50％から 30％にもやって財政的にも持つのだろ

うなという推計をしております。ただし、19 年度にどのような形で交付税が措置されるの

かという大きな問題がございます。この 17 年、18 年の部分を 19 年度以降に先延ばしした

のですよということも言われております。それにまた今回の 16年度の交付税は確保すると、

16 年度並みの確保すると言いながらも、7 月にどういう形で出てくるのかという心配もし

ております。交付税が決定してくるのかという心配もしております。それらを見据えなが

らいかなければならないということでございますから、確約ということは私は今の段階で 5
年間確約という言葉は使えないのではないかなと思っております。ただこれを考えていく

中では今の推計出来る範囲内という中では、5 年間を見据えた中での推計はしておりますよ

ということで一つご理解をいただきたいと思います。 
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○水沢議長 他に質疑ございませんか。 
（「なし」の声あり） 

○水沢議長 ここでお諮りをいたします。 
 先程、島田議員の質疑に対しまして、まだ答弁の資料が出来上がっておりません。ここ

で答弁調整のため、暫時休憩いたしたいと思いますけれども、ご異議ございませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

○水沢議長 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３５分 休憩 
午前１０時４９分 再開 

 
○水沢議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 休憩前の 14 番、島田議員の質疑に対する答弁を願います。 
 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 最初に減免関係でございますが、平成 15 年度の減免者につきまして

は、256 世帯となっております。それから 16 年現在では、現在のところ減免受けているの

は 165 件でございます。次に、公共下水道におけます平均的な水量の関係でございますが、

要するに現在の 10 トン以下平均 7～8 トンという世帯におきましては、1,608 件の内の 736
件ということで、46％の現況となっております。以上です。 
○水沢議長 島田議員の発言は、すでに 3 回に及びましたが、会議規則第 55 条但し書きの

規定により、特に発言を許します。 
14 番、島田議員。 

○島田議員 先程も言いましたけれども、基本トン数を下げることで減免を見直したいと

いうことなんですが、例えば減免を 20％引き下げるとしたら、実質 8 トン以下の世帯につ

いては、減免どころか負担増しますよね。8 トン基本料金が上がっているから。だから課長

が言うように、減免を実績見ましてもですね、この多くの世帯は 7～8 トンは使っていない

世帯だと思うんです。ですから基本的には基本トン数は下げても、減免を受けようとされ

る方というのはそれなりの理由があるわけですから、申請するわけですよね。だからここ

はね、減免という規定の位置づけなんですが、やはり現行の 6 割、4 割はね、やはり維持す

べきであろうと、このように思うんですね。ここまでいじるのだったら減免の何者でもあ

りません。それと気がかりなのは、今回の提案が審議会に 2 案出されたという話もあるん

ですけれども、なんか総額ありきでね、いわば財源不足を補うのにこれだけという総額か

ら下水道のちに出てくる水道料金の設定もされているのではないかな、こういう懸念も持

つわけですよね。いずれにしてもですね、こうした前年度並びに 17 年度で連続の値上げと

いうことは、これは避けるべきであろうと、いろいろな背景があります。その辺について
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は町長の政策的なことになりますけれども、もう一度見直す考えはないのか最後に伺って

終わります。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 島田議員のご質問にお答えさせていただきます。この水道、下水道もそうで

すけれども、基本的には上げるということでございますので、確かに減免規定の見直しは

いたしましたけれども、今ざっと計算している中で、10 トンから 8 トンに引き下げたこと

による効果というのは352万減ということになります。今ざっと計算した中ですけれども、

というのは、一般用だけで減免者でなくて一般用だけで計算させていただきますと、単純

に 30％上がったよと、勿論基本料金も超過料金も上がっているわけですから、そういうふ

うにして計算したものから計算いたしまして、この 10 トンから 8 トンに引き下げたという

ことによる差が 352 万と私は計算しております。その中で、この 20％削減、40％、60％、

20％に改正したことによる増というのは 70 万ということになるわけであります。それらを

踏まえた中で、私としてはやはり基本 8 トンに下げることによって減免率については 20％
に統一されますけれども、しかし、その 20％を設けないよりは抑えることが出来ていると。

基本的には、この 8 トンにしたということで 40％、60％の削減については、解消して均一

にした方が良いのではないかという意見もございますし、私たちもこのトン数を下げるこ

とによって資本的なものの負担というものを考えると、ある程度一定の負担をいただかな

ければ効果が出てこないということもありますので、そういうことを考えながらこの 20％
削減ということで、統一をさせていただいた次第でございます。そういう中で、この下水

道、水道料もそうですけれども、独立会計とは言わないのですけれども、基準繰入額とい

うのがございますので、一般会計からの繰入がそれをオーバーしているということで、出

来れば基準繰入額内に抑えたいという考えもございますが、それは無理なことでもござい

ますので、それらを考えながら 5 年間の予定を見ながら今回の 30％の値上げと減免幅は

20％ということで統一をさせていただいておりますので、一つご理解をいただきたいと、

このように考えております。17 年、18 年、19 年非常に財政厳しい中でありますから、何

としてもこの期間をクリアしなければ浦幌の財政は非常に厳しい中にあると考えておりま

す。合併は、破綻いたしましたけれども、道の指針等の新聞等に発表になったもの、また

合併後に道にご挨拶に行った中で担当者の話など聞くと、次の新法の中では非常に厳しい

合併の促進が出てくるということが言われております。これは新聞にも発表になったとお

りでございますけれども、それらを考えると、浦幌の財政、今将来に向かってきちっとし

た財政の見通しを立て、町民のご理解をいただきながらやはりきちっとした財政の見通し

を立てなければ次に向かう合併の中で浦幌町の姿勢というものが問われるということにな

ってくるわけであります。私たちといたしましては今町民に厳しさを求めておりますけれ

ども、負担というものを求めておりますけれども、何とか理解をいただいて次のどうなる

か分かりませんけれども、次のもし話があるとしたらその時にはきちっとした浦幌町の姿

勢というものを見ていただかなければならない時期にくると、そのように考えながら今回
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提案させていただいておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 
○水沢議長 5 番、河内議員。 
○河内議員 各議員、町長の答弁ということでやむを得ないものもあるのかなということ

で考えておりますけれども、このことに対してですね、将来的な意味も含めて確認をさせ

ていただきたいんですけど、この社会資本、公共下水道については、当然設備を設置する

ことの中で多額な償還金が生じていると思う訳ですけれども、その辺について例えば 16 年

度と 17 年度の償還金及び利子の金額を見ますと、前年は 3 億 1,300 万、今年は 2 億 4,000
万ということで、低くなっているわけですね。この辺の償還金の将来に対する推移という

かな、そういうのは何年までこういうのが継続して、何年くらいから何年で償還が終わる

のか、何年ごと位から償還率が下がるのか、その辺について大まかで結構ですから答弁お

願いします。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 償還金につきましては、今後、今 17 年度までおっしゃいましたんで

18 年度以降もずっと続きまして、大体元金及び利子は、2 億 4,400 万から 2 億 4,500 万、

細かい数字は省略いたしますけれども、その辺で平成 24～25 年までそういう計算でいくと

いうことで、資本費についてはそういう見通しとなっております。 
○水沢議長 5 番、河内議員。 
○河内議員 ということは、今我が町の財政も大変厳しくやりくりの中でこのことに対応

しているということを捉えるわけですよね。ということは、償還金というものがある程度

区切りがついた中では、その整理の保障だとかは必要だけれども、ある程度もっと抑えた

形の料金というのは、将来的に考えられるということでよろしいでしょうか。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 下水道につきましては、非常に今後まだ資本費が続くということと、

あと維持関係それから修繕費等にかけては節約をしていくということで企業努力をしてい

くということで進めたいということでご理解をいただきたいと思います。 
○水沢議長 5 番、河内議員。 
○河内議員 なかなか確定したことは予測ですから言えないと思いますけれども、例えば

今料金値上げした、こういう高水準な料金がずっと 24～25 年の償還が終わった後も続くと

いうことは、なかなか考えにくいんですけどその辺はどうですか。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 先程、町長も申し上げましたように 4～5 年はこの推移でいきたいと

いうことで、状況的にまた 3 年後に審議会を開いた中で、値上げする、値上げしないに関

わらず審議会を開いていただきたいという要望もありますし、こちらからもお願いして再

度その間で見直しをしていかなければならないというふうに思いますけれども、下水道に

ついては当分の間まだ供給原価にはなかなか届かないというのが実態でございまして、た

ぶん将来的にも若干上げていかないと難しいかなという今の考え方でございます。 
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○水沢議長 3 番、福原議員。 
○福原議員 いろいろと同僚の議員からも質問が出ましたが、私も家庭を守る主婦の一人

といたしまして、若い世帯の子育ての真っ最中の世帯は、非常に洗濯等で水を使うという

ことで、若い世帯にも本当は減免措置をしていただきたいなというふうに考えているくら

いでございます。それで今の課長の答弁の中にもありましたが、浦幌町の下水道の審議委

員会に諮問したと再三答弁の中にありましたが、この審議委員のメンバー等はある規則の

中で制定はされていると思いますが、その審議委員の任命の状態と言うのでしょうか、任

命者が任命する内容と言うか、団体の長だと思うのですが、その長の方にどのような説明、

議案の提示をしてこのような結果になったのかということをお伺いしたいということと、

それと十分配慮し審議した結果、維持管理の見直し等で歳出削減を図ることを前提として

とここに書いておりますが、この辺の具体的な説明等もお聞きしたいと思います。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 審議会の委員につきましては、各団体の代表の方、それから今回は

下水道、簡易水道、個別排水の 3 つを審議していただきましたので、個別排水の農家の方

の代表の方、それから婦人層含めまして選出をさせていただきました。今までは大体団体

の長だとか、そういう方にお願いしていたのですけれども、今回は一般の住民の代表の方、

男性の方、女性の方含めまして、副会長だとか、事務局長的な方も含めてよく実態を知っ

ておられる方の方がいいのではないかということも含めまして、選出をさせていただきま

した。それから選出にあたっては一応電話で内容を説明いたしまして、今回は 15 名中 2 名

だけどうしてもその日都合悪くて来れなかった方がいらっしゃいましたけれども、それら

の方にも決まった後に説明をし、またこの答申案をそれぞれ提示しまして、これで異議が

あれば申し出をしていただきたいということで内容についても説明をさせていただきまし

て、全員異議がなしということで答申をいただいたわけでございます。それから維持管理

につきましては、今後、一応先程も説明いたしましたが、平成 21 年までの 5 ヶ年について

数量的に出させていただきましたが、修繕費等につきましても毎年少しずつ節減をしてい

くということで維持費等については増やさないということで、一応 5 年間の推移を出させ

て諮問をさせていただいております。以上です。 
○水沢議長 3 番、福原議員。 
○福原議員 実質基本料金を 10 トンから 8 トンということになりますと、基本料金で申し

ますと 8 トンで 1,620 円ということは、1 トンあたり 202 円の基本料金ということで、実

質年間で 1 世帯あたり 6,000 円弱、下水道だけ見ますと 6,000 円弱くらいの値上げになる

と思うんです。それでその値上げについてやはり非常に所得の低下ということで、皆さん

も家計も大変な中、若い世帯に先程も申し上げましたが、若い世帯に減免措置をする考え

はあるかないかお伺いしたいと思います。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 今のところ先程申し上げました町民税賦課の均等割以下の世帯とか
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身障者世帯だとか、生活保護を受けている世帯ということで考えておりまして、若い世帯

ということは今のところ考えておりませんのでご理解をいただきたいと思います。 
○水沢議長 3 番、福原議員。 
○福原議員 ますます浦幌町に住みづらいまちづくりを提供しているというのが浦幌町の

やり方ではないかと思っております。自立ということで非常に厳しいというお考えのもと

にこのような全世帯に負担を強いる町政の執行は、非常に私は遺憾に思います。そこで 18
年、19 年と交付税を含めた国の財政が削減されるということで、このような措置を取られ

ると思いますが、それが緩和された場合にはもとに戻す考えはあるのか、ないのか、ここ

ではっきり理事者の考えを聞いておきたいと思います。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 緩和された場合ということは、どういうことを意味するのか 15 年度の交付税

額が措置されると、一銭も減らないということを意味するのか、臨時財政対策債がそのま

ま維持されると、維持するのかということにかかるかなと思っています。臨時財政対策債

はもう既に 18 年度でなくなるということは決まっておりますから、今臨時財政対策債たぶ

ん 3 億ちょっともらっていますから、これが来年も再来年も維持されるということは全く

ないわけです。ですからそういうことは考えづらいのではないかなと、このように考えて

います。 
○水沢議長 他に質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
○水沢議長 質疑なしと認めます。 
 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
○水沢議長 討論なしと認めます。 
 これより議案第 16 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） 
○水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第 16 号は、原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第２ 議案第１７号 
○水沢議長 日程第２、議案第１７号 浦幌町個別排水処理施設管理条例の一部改正につ

いてを議題といたします。 
 説明を求めます。 
 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 議案第１７号 浦幌町個別排水処理施設管理条例の一部改正につい

て。 
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 浦幌町個別排水処理施設管理条例の一部を別紙のとおり改正する。 
 平成 17 年 3 月 7 日提出、浦幌町長。 
 この個別排水につきましては、現行の使用料につきましては、平成 8 年の 12 月に制定以

来、使用料の改定を見送っておりましたが、一般会計予算からの繰入が厳しくなったと共

に地方債の元金償還も始まり、尚一層の財源不足が生じる見込みからどうしても歳入の増

額を検討しなければならなくなりまして、下水道審議会に諮問したところ、現在の町財政

運営状況からみて、ある程度の負担はやむを得ないという判断をいただきました。ただし、

一層の維持管理費の見直し等の歳出削減を図ることを前提として、20％アップが妥当とい

う答申をいただきましたので、改正するものでございます。 
 浦幌町個別排水処理施設管理条例の一部を改正する条例。 
 浦幌町個別排水処理施設管理条例の一部を次のように改正する。 
 別表を次のように改める。 
 別表、第 8 条関係、浄化槽の規模、5 人槽、使用料 3,900 円、6 人槽 4,800 円、7 人槽 5,600
円、8 人槽 6,400 円、10 人槽 8,100 円。 
 附則、この条例は、平成 17 年 6 月 1 日から施行する。 
 施行につきましては、住民に周知期間を設けまして理解をしていただいた上で実施をし

てまいりたいという啓蒙期間を設けさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 
○水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○水沢議長 質疑なしと認めます。 
 これより討論を省略し、議案第 17 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） 
○水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第 17 号は、原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第３ 議案第１８号 
○水沢議長 日程第３、議案第１８号 浦幌町給水条例の一部改正についてを議題といた

します。 
 説明を求めます。 
 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 議案第１８号 浦幌町給水条例の一部改正について。 
 浦幌町給水条例の一部を別紙のとおり改正する。 
 平成 17 年 3 月 7 日提出、浦幌町長。 
 水道使用料につきましては、下水同様 16 年 4 月 1 日に改正をいたしまして、維持管理費

の節減を図りながら財政健全化を目指してきたところでございますが、今後一層の財源不
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足が生じる見込みでございまして、それを解消するため歳入の増額を検討しなければなら

なくなりまして、水道審議会に諮問したところある程度の負担はやむを得ないと判断され、

値上げ幅は基本料金で 25％アップ、超過料金は 20％アップ程度が適当と思われるという答

申をいただきましたので、改正を行うものでございます。基本料金につきましては、家庭

用の基本料金は現行水量 10 あたりを 2,450 円を改定後は、8 あたり 2,450 円に改定す

る。改定率につきましては、25％アップということでございます。超過料金につきまして

は、1 あたり現行 230 円を 270 円に改定、改定率こちらは 20％アップということでござ

います。 
 浦幌町給水条例の一部を改正する条例。 
 浦幌町給水条例の一部を次のように改正する。 
 別表第 1 を次のように改める。 
 別表第 1、第 23 条関係、計量給水、用途、家庭用、基本水量、8 、基本料金 2,450 円、

超過料金、1 当り 270 円、以下、営業用、団体 A、B、工業用、浴場営業用、鑑賞又は臨

時用、営農用、それぞれ改定をお願いするものでございます。 
 備考、1、家庭用とは、一般家庭及びアパート等において使用するものをいう。2、営業

用とは、旅館業、下宿業、料理店、飲食店、洗濯業、鮮魚商、氷菓商、自動車業、牛乳処

理業、劇場、娯楽場、その他営業を目的として収入を得る事業に使用するものをいう。3、
団体用とは、官公署、学校、病院等、事業所及び 2 世帯以上が共用し、専用栓として使用

するものをいう。4、工業用とは、工場において、生産に使用するものをいう。5、浴場営

業用とは、公衆浴場法施行条例第 2 条第 1 項に規定する普通浴場が使用するものをいう。6、
鑑賞又は臨時用とは、噴水、滝、泉地、水呑場、手洗場、その他興業及び工事のため臨時

に使用するものをいう。7、営農用とは、農業を経営し営農のために使用するものをいう。

8、上記使用料には、消費税を含むものとする。 
 附則、この条例は、平成 17 年 6 月 1 日から施行する。 
 それでもう一つ審議会の中でうちの方で 20％アップ、30％アップの改定の案を提示させ

ていただいたわけですが、その中で 20％と 30％値上げの意見が分かれまして、その中で第

3 案ということで委員さんの方から 25％が妥当ではないかということで、今回 25％アップ

ということで、答申をいただきました。以上です。よろしくお願いします。 
○水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 
 11 番、松井議員。 
○松井議員 これは値上げの事情というのは、全く浦幌下水道条例の状況と全く同じだと

いうことでですね、同じような質問は避けたいと思うのですけれども、一つ先程課長の方

から水道料の原価ですね、これは下水道の方は 1 トンあたり 774 円という説明がありまし

た。給水条例についてはトンあたりどの位の原価かということを聞きたいんですけど、尚

且つですね、原価の中で森議員が質問したように償還金これを含めているということのお

答えがありました。これ原価の中に償還金を入れるというのは全く間違いなんですよ。と
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いうのは、償還金というのは減価償却でもなんでもない、公の会計というのは減価償却と

いう概念は無いわけですよね。尚且つ、民間でもそうですけれども、減価償却というのは

原価の中に入れるべきものではないんですよ。少なくとも減価償却の額を入れるべきであ

って、公共の関係の料金というのはですね、償還金あるいは減価償却という概念は当然無

いわけですから、そういうのは外しては原価はいくらかというのが通常の出し方で、努力

目標として償還金を減らしますとかなんとかということにはならないわけで、それから努

力目標にもならないとすれば、その他に掛る経費、修繕料そういう努力目標を少なくする

ことが出来ますよというものが原価計算の中に入れるべきということで、ではそれを外し

た数字がどの位なのかと、ちょっとはっきりした数字持っていませんけれども、同じ数字

がそれを外してしまえば、例えば下水道の中でトンあたり使用料がですね、150 円これが値

上げしたら 202 円ということですけれども、この数字に大体限りなく近くなってくるので

はないかなということで、そういう見方が出来る訳ですけれども、その辺の所の見解はど

うですか、課長。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 今、給水原価の関係がございましたので、水道につきましては、給

水原価につきましては、435 円程度という計算になっております。この供給原価は、歳出要

するに維持費に掛る分で、これに今松井議員の方から申されました公債費の元金、利子等

も含まれております。それを差っぴくとですね、17 年でいきますと、2 億 1,000 万位が減

りまして、1 億 3,000 万位が歳出の合計になります。そうしますと、かなり減るという計算

になりますが、うちの方では一応下水についても歳出の中に公債費を含めて計算をさせて

いただいております。そして下水と同じですが、維持管理費については、修繕料等を今後

減らす方で努力をしていくということで、計算をさせていただいております。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 水道法上ではですね、一応給水原価の中に含めて計算出来るという

ことで、国、地方公共団体特例の扱いではないかというふうに思います。 
○水沢議長 松井議員。 
○松井議員 ちょっと答弁の中よく分からなく、再度同じ質問になるかと思いますけれど

も、この給水原価の関係でですね、仮に外したらとしたら給水原価いくらになるのか、そ

れから値上げした場合に給水原価いくらになってくるのかということで改めてお尋ねをし

たい。なぜそういうことを聞くかというと、本来の形からすると税法上は給水原価の中に

償還金を入れてもいいですよというようなことなのかもしれないけれども、実際に計算す

る中身というのは償還金は入れるべきではないんですよね。これはもうはっきりしている

ことで、公共料金というのは、考え方の一つとして、民間では採算が合わないからこれは

生活に必要なものだから公共でやりますよと、その中に給水原価を償還金あるいは公債費

を入れることになったら、どういう計算になってくるんだという意味がなくなっちゃうん

ですよ。やっぱりそういう施設、建物を建てたということについては、民間でも出来ない
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から公共でもやっているということで、その中にその原価を入れるということは全くおか

しな話な訳であってですね、やはり経費等修繕料その他経費に対してどの位の原価が掛か

っているか、人件費、経費ですね。そういうものもろもろ外したものを入れて、給水原価

いくらになってますよという出し方がもしそういう出し方がおかしいのであればそれは法

制上のことであってね、外してどの位になりますか。そして上げたらいくらになりますか。

上げたら原価どの位になりますかというその比較を出してもらいたいなということでお尋

ねします。 
○水沢議長 松井議員、値上げではなくて原価の話ですか。値上げしてもしなくても、原

価は同じだと思うのですけれども。 
○松井議員 給水原価とそれからこの値上げした場合の料金に対してですね、原価と言い

ますと、実質支払った料金に対してトンあたりいくらになりますかと、そういう出し方は

出来ますよね。使用総量が出ますよね。これちょっと分類が細かく分かれているから、家

庭用に限定してということでもいいですかね。使用総量いくらだと。そうすると、トンあ

たりの数字というのは出てくるのではないですか。家庭用に限定してということで、家庭

用に供給しましたという数字は出てこないのかね。2,450 円から 8 トンを割ればいいんです

ね。そうであれば、435 円というのがとにかく入った償還金を入れた原価ですね。外した原

価というのは、単純計算すればいいのか。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 公債費を抜きますと、歳出で 3 億 2,500 万の内の 2 億 1,000 万が償

還金ですので、それを差し引きますと、給水原価は 113 円位になってしまいます。よろし

いでしょうか。 
○水沢議長 暫時休憩いたします。 
 

午前１１時３４分 休憩 
午前１１時３５分 再開 

 
○水沢議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 町長。 
○八木町長 水道工事を公債費というのは、補助金を除いた額の返済額でありますから、

設備投資に掛る額であります。設備投資に掛かって返済していく、それは水道工事を原価

に参入する、してもよいということになっております。そういう形で参入してきているわ

けですけれども、この給水原価についてはそういうことで今推計では 435 円ということで

推計いたしております。今の給水原価は今までについては 235 円、そして 16 年度について

は給水原価が 426 円ということで、約 200 円までいかないんですけれども、それだけ原価

の供給原価等今水を作っている原水の原価との差があるということであります。それを少

しでも埋めていきたいということであります。しかしながら、これについては、地方交付
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税に措置される分というのがあります。それを除いた額がその分をこの一般会計から繰り

入れるというのが基準内繰入ということになるわけですけれども、この水道については出

来るだけ基準内繰入ということで交付税で措置される分で措置していきたいというのが基

本的な考え方にあります。そういう中で計算していくということで、考え合わせながら今

回提案させていただいているものでございます。それからこの先程、課長からお話しまし

ように、1 案、2 案と提案しましたけれども、3 案ということで落ち着きました。基本料金

については 25％ですけれども、超過料金については 17％から 20％ということで、超過料

金を多く使う人達の負担増を抑えていきたいということで、それらも配慮した中でのもの

であります。審議会の中で非常に活発な意見がございました。将来を見据えた中で非常に

活発な意見がありながら、こういうことでご理解をいただきたいということでございます

ので、一つよろしくお願いいたします。 
○水沢議長 6 番、野村議員。 
○野村議員 私は、徴収の方ばっかり言ってますけど、実際にこの滞納、先程の下水も全

部絡んでくると思いますけど、現状、水に係る滞納の件数、滞納金というのは実際に発生

しているのかどうか。まずその点先にお伺いしたいと思うんですけれども。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 15 年度分につきましては、水道使用料につきましては、滞納繰越分

で約 67 万円、それから現年度分で 30 万円、合わせまして 97 万円程度となっております。

最高額で 26 万位の方がいらっしゃいます。下水道につきましては、滞納繰越で 10 万円、

それから現年で 2 万 5,000 円、合わせまして 12 万 8,000 円程度、最高額で 5 万 7,000 円と

いう方がいらっしゃいます。この水道関係については、他の税金と違いまして、うちの方

では 3 ヶ月連続滞納しますと、水道を止めるという措置を一応させていただいております

が、今までには実際に止めたことはございません。というのは、機械を持って止めにいく

行為をしますと、次の日すぐに払ってくるという現状がございますので、その辺では他の

使用料及び税金に比べて滞納は少ないのかな、それでもまだ水道については 100 万近くあ

るということで、鋭意努力をして出来るだけ滞納を少なくするということで努力をしてお

ります。以上です。 
○水沢議長 6 番、野村議員。 
○野村議員 今、課長が言われたように生活の水道、電気、これは生活の最低限のもので

すから、今言ったように滞納されると生活自体が出来なくなるという、町民の意識が働く

のだと思います。今回、約 25％も上げればまた滞納のそういう形を取らざるを得ない世帯

も増えてくるのかなという気がするところでございますけれども、よく新聞等見ますと水

道も電気も止められて何ヶ月か知らないうちに亡くなっていたという事態が発生する、生

活の最低限の水を制する、ものは国を制するじゃないけれども、そのような大変な問題で

ございます。今後、25％上げて今までの経緯、金額だけしか言えませんでしたけれども、

件数的に見て今後発生される、増えると思われるのか、その辺の対応について 3 ヶ月経っ
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たからそこへ行くということだけでいいのかどうか、徴収の関係の考え方、その辺の啓蒙

も含めてどのような形を考えられるのか、それだけお伺いしたいと思います。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 現課としましては、今まで 15 年、16 年の滞納状況よりも若干減ると

は絶対言えないと思いますし、増えるんじゃないかという予想はされますし、たぶん節水

もするだろうということで、最終的には止めるという方法はありますけれども、それはし

たくないのが実態でございますし、出来るだけ毎月きちっと連絡を取りましていっぺんに

払えない分については分納させていただくという方法も相談に応じておりますので、その

辺ではこの値上げによって皆さんに出来るだけ負担を掛けないような方法で分割払い等で

も対応出来るように処置をしてまいりたいというふうに考えております。 
○水沢議長 6 番、野村議員。 
○野村議員 課長、対応の説明よく分かりましたけれども、先の徴収、支払いの関係で分

割払いを認めるような形、これは毎月の使用料のことを言っているのか、滞納金のことを

言っているのか。徴収、支払いの方法は、ちょっと揚げ足とって悪いけれども、徴収の制

度は分割払いと最初から規定はないわけだと思うんですけれども、その辺の考え方だけき

ちっともう一度再度ご説明お願いいたします。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 すいませんでした。滞納の分につきましての支払い方法なんですが、

どうしても毎月の生活が苦しいということで 1 ヶ月待ってほしいということもありますし、

その中でそうなると 2 ヶ月いっぺんに払わなくてはいけないので、次の月と翌々月の半分

づつ、そうすると 3 ヶ月の分を 2 ヶ月で払うというような方法を取らせていただいた方が

徴収としては便宜上その方が払う方もいいのではないかということで、対応させていただ

いております。 
○水沢議長 4 番、差間議員。 
○差間議員 まず最初に町長に基本的な全く簡単な意見ですけれども、お伺いをしたいと

思います。まずこの水道料金が上がることによって自立の道が開けたと、もう一点はこの

水道料金が上がらなければ自立には無理があると、まずこれからどっちかお聞きしたいと

思います。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 今の推計、今の交付税の動向、将来の動向、それからこのよく言われており

ます一般会計から繰入がその基準、地方交付税で措置される基準内額よりもかなり多くの

額が一般会計から繰り入れられているということもいろんな面でよく政府が発表している

無駄遣いと言いますか、そういう無駄遣いと言うのではなくて、発言忘れましたけれども、

そういうふうに言われている部分があります。言われているのがお手盛りと言いますか、

そういうものがされているというものがあります。そういうことを考えていくと、基準内

交付税措置される分の中でやっていくというのが自立のスタートではないかなと、このよ
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うに考えております。それらを考えると、やはりこの水道料金の値上げというのは避けて

通れないのではないかなと考えております。しかし、これは今の推計でございます。これ

が皆さんがいろいろ質問されているように、交付税の動向等によってはまだまだ憂慮され

る時代、または楽観出来る考え方といろいろあろうかと思います。しかし、今私たちが考

える中では、この水道料の値上げというものをしていきたいと、このように考えておりま

す。 
○水沢議長 4 番、差間議員。 
○差間議員 町長の意見はどちらとも取れるようなニュアンスで聞きました。確かにこの

自立の道、おそらく駄目なのかなと私判断して、やはり合併に対する賛成をした一人でも

ありますし、残念ながらこういうような状態になってしまって町長が以前から言っている

ように合併がなければ町民に痛みを伴う、そういうふうに私も判断しております。そこで

新年度に向けて合併が知事が権限を申す、そういうことで我浦幌町が何とか自立の道を歩

んでいけるという中で仮に知事が勧告をすると、この中身については基礎自治体について

もまだはっきり出てませんから、どういうようなスタイルになるか分かりません。しかし、

合併を今後していく中で、この浦幌の自治体が財政調整基金のように貯金がなんもないと、

これは私の推測になるかも分かりませんけれども、またこの池田、豊頃、浦幌とまた本別、

足寄、陸別含めた中での合併論が当然出てきて当然だと思うんです。そういう中でやはり

自治体の貯金があるかないかと、これが取り越し苦労になりますけれども、町長の判断い

わゆる再建の自治体であれば駄目なのか、またその反面町民に痛みを伴うよりも再建団体

になった方がいいと、この行政含めた中で大鉈を奮ってもらうと、そういう方法もあると

思うんですよ。しかしながら、これは首長の判断でそれは絶対嫌だと、こういうことだと

思っております。そこで今言った合併新法、新年度に向かって知事が権限を持って、そし

て合併をこれはあくまでも自主性が基本であると思いますけれども、水道料を含んだ中で

町民にこれよりも痛みを出すことは出来ない、私は金曜日の日ですか、下水道で総体でい

くらと、はっきり言って 1 万 1,000 円位の数字も出る、これは 13 トン、10 トン、20 トン、

浦幌広報であれば 20 トンで出ております。そういう中で、これからまた 3 年後、今町長の

話にもあったように値上げを考えているとか、また合併がすぐ目の前に来ていると、そう

した場合、これ以上もう町民に合併問題で苦労をさせたくないと、おそらく町長自身もも

う嫌になっていると思うんですよ。しかし、我々は浦幌町から動くことが出来ない人間で

すからね、骨を埋める人間としてやはり町民と一緒に町長の判断もいろいろあると思いま

すけれども、この中で水道料金の値上げ、これ私は最初に聞いたように自立の目途が立つ

か、立たないかの貴重な 6,000 万であると、そういう判断しております。しかし、下水道

の時は私正面きって反対しましたけれども、自立の道がたって今後合併で貯金のない町村

はそういう嫌な想いをするのかと、ちょっとこれは考え過ぎですけれども、それだけやれ

なければ町民の水道の値上げに対する理解を得られないと思うんです。これだけをお聞き

しておきたいと思います。以上です。 
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○水沢議長 町長。 
○八木町長 全般的な考えからお話をさせていただきたいと思いますけれども、将来的な

考えも見まして、今の簡易水道に係る経費でありますけれども、16 年をピークに少しずつ

下がるという予想をしております。また逆に公債費の方は、20 年がピークになるというも

のもございます。利子につきましては、どんどん今ずっと下がっていくということもござ

います。それからまた職員給与につきましても 18 年から 1 名分下げていけるという予想を

立てております。それらを推測しながら現状の料金でいった場合の不足分というものを考

え合わせ、そしてこの今の値上げによる収納分を推測という形でしながらしている訳です

けれども、そういうのを考え合わせながら当面先程下水道の中でもお話しましように 2 年

間前倒しという考えをしていくと、当面この料金でいけるのではないかなと、このように

考えております。しかしながら、勿論 3 年後にはどうかという諮問をさせていただきます

けれども、現状では、この状況でいけるのではないかなと、このように考えております。

特に特別な維持費とか特別な修繕とかそういうものが掛かった場合は別ですけれども、そ

して総体的な経費というものが、先程もお話しましたように 16 年度をピークにずっと下が

っていくと、平成 21 年には約 16 年から見て 3,900 万位下がります。そういうふうに見て

いくと、将来的にはこの数字でやっていけるかなと、今のところそう見ております。ただ

それでは 2 年間待って、3 年後にどうだということになると思うんですけれども、とにかく

浦幌の財政は 17 年、18 年非常に厳しいという中で、なんとか 2 年間の前倒しということ

で、皆さんにお願いしている内容でございます。また再建団体の話も出ましたけれども、

私共の考えとしては、再建団体というのは国や道に行政を預けるわけにはいかないという、

住民自治というのは私たちの手で自治をしていかなければならないというものがあると思

います。そういう意味では、再建団体にならないように努めるというのが最大の努力目標

ではないのかなと、このように思いながらいる所でございます。 
○水沢議長 14 番、島田議員。 
○島田議員 使用料の改定にあたってのですね、ここに説明の趣旨が書かれているのです

が、先程、話にあった審議会で 2 案を持って提案をし、協議をいただいて結果的には中と

ったような形で治まったんですね、審議会としては。でね、この趣旨から言って 20％の案

を持って望んだということは、審議会の意見を尊重して決まったとは言えね、審議会に 20％
でも町が言う趣旨には、当初の目的が達成出来る上げ幅ではなかったのかなというふうに

思うんですよね。20％、30％という案を示したということは、そのいずれでも町がねらい

としている目的が達成出来ると、なのに結果は 25％というものが出てきたと。それでお聞

きしたいのですが、この 20％の改定で町長が言う財源確保も含めてですね、この厳しい状

況下で再建団体になりたくないという気持ちも分かるんですが、20％でも予定どおりいけ

ば予算上ですね、このとおりいけば達成出来るのかどうか。それとですね、この間も言っ

たかと思うのですが、農家の方々特に搾乳牛を飼ってらっしゃる農家にとっては、牛は水

道料金上がったからと言って遠慮しません。むしろ生きるためにやっぱり血となるもので
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すから、やはり水も飲む、そうした経済動物を飼ってらっしゃる関係上ですね、一般家庭

用は共通してこれは人様の係る分なんですけれどもね、営農用の料金もこうして同じ比率

で上げていくというのは、他のことも言えるのですが、あえて言えば農業に対する基本的

な考えから見てですね、それに見合った改定なのかどうか。ちょっと疑問に思います。そ

れでですね、担当の方で今答弁いりませんが、各用途別のですね、料金、16 年度分かりま

すか。15 年度。それと 25％全体としては検討つくんですけども、それぞれの用途別でどの

位の料金改定がされるのか、示してほしいと思います。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 今の用途別使用料ということで、25％上がった場合の料金でござい

ますが、家庭用が超過料金含めまして 9,055 万円、それから減免分で 568 万 7,000 円、そ

れから営業用で 1,940 万 6,000 円、それから団体 A606 万円、それから団体 B1,429 万円、

工業用で 1,411 万円、浴場営業用で 97 万円、それから鑑賞臨時用で 125 万円、営農用で

3,540 万円、その他 500 万円、これは豊頃の分だとかが入ります。合計して 1 億 9,275 万円

ということで 2,820 万位が増となるわけですけれども、これ万度に見れませんし 6 月から

ですから、9 ヶ月分しかございませんので大体増となる分については、それの 9 掛け位です

から、増と見れるのは 2,200 万程度かなというふうに思っています。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 島田議員の質問の中に 20％、30％で提案したということで、20％でもやれる

ということで提案したのではないかということでありますけれども、私たちの提案の中で

は推計を出して不足額を出していく中で、30％ではこれだけの補填になりますと、20％で

はこれだけの補填になりますということで、その参考となる資料を出していったものであ

ります。決して、20％、30％を押し付けたものではありません。そういう中で本当に委員

の中で真剣に審議をしていただいて、この不足額、歳入から歳出を引いた不足額をどのよ

うな形で近づけていけるのかということを見ながら、お決めいただいたという中でござい

ます。そういう中で 25％と、それから超過料金については 17～20％ということでの答申で

ございました。そういうことで中にはやはり万度に見るべきだと、30％見てその不足額を

補うべきだという意見もあった訳でございますけれども、急激な 2 年前倒しの負担という

こともあろうかと思いますけれども、25％という第 3 案という新しい案という形で出た所

でございます。それで今課長が申し上げました用途別の関係でありますけれども、現行 16
年度でいきますと、2,962 万、それからこれを第 3 案上げた場合の営農用の総使用料という

ものを単純に計算しますと 3,540 万ということで、約 590 万位値上げになる、営農用の負

担になると。家庭用については、約 1,000 万の負担が増えるということでございます。そ

ういうふうに試算をさせていただいております。 
○水沢議長 14 番、島田議員。 
○島田議員 これだけの私は負担ばっかり言うんだけれども、決して小さな額ではありま

せんね。しかも 6 月からこの点では下水道も上水道も同じ時期にですね、この負担を求め
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ていくということでは、この負担はですね、やはり町長、町民の生活の大変さを自覚して

ないのではないか、勿論、行政を執行する立場からね、行政の台所と言いますか、十分考

えておられる気持ちは分かるんですけれども、町民の暮らしあっての行政ですからやはり

ここはですね、見直しにあたってもやはり十分な配慮の中でね、しかも上げ幅もですね、

審議会がこういう結論を出したことなんだが、最終的な判断としてこれは町長にある訳で

すから、やはりそうした背景、町民の暮らし向きも含めて考えた時に、使用料、手数料の

総じて今回の定例会でも提案されてますけれども、こうしたことがどうなのかということ

をやっぱり十分考えた上でですね、上げ幅の訂正も含めてですね、私は検討し直す必要が

あるのではないかと。また実施の時期についてもですね、検討する必要があるのではない

かと、このように思いますがいかがですか。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 私が全般的なことでお話させていただきますけれども、私が就任した時、平

成 15 年の 5 月でございますけれども、この年度予算のベースでいきますと、平成 18 年で

赤字再建団体と、8 億の赤字が出るという推計、その予算ベースでいくとそういう時期でご

ざいました。私は何としてもこの財政再建をしたいということで、取り組んできた訳であ

りますけれども、15 年度中には財政再建案というものをお示し出来ず、財政の推計状況と

いうことでお示しをさせていただいてきたところでございます。16 年度につきましてもそ

ういう意気込みはありましたけれども、やはりなかなか一気には財政再建とまではいけな

かったということであります。今、この 17 年度予算を組むにあたって、合併が破綻したと

いうことも踏まえながら、自主自立の道というものを考え合わせると、今こそこの財政再

建元年と位置付けて財政再建に取り組みたいと考えているところでございます。17 年度予

算それから 18 年度についても推計をしながら考えておりますけれども、今我慢をしてこの

予算の中でいくと、なんとか財政再建という見通しが立つと、私はそう考えております。

確かに 17 年度は町民の負担というのは非常に大きなものになっております。しかしながら、

何としても将来的な見通しを出すためには、今お願いをしなければならない。このように

考えているところでございます。非常に厳しい状況であるということも承知しております

し、経済情勢も確かに良くないということでもあります。町民の所得も年々下がっている

という状況でもございますけれども、浦幌町が財政再建を果たすためには、いろんな各種

手数料、水道料金、下水道料含めて見直しをしながら町民のご理解をいただかなければな

らないと、このように考えておりますので、一つご理解を賜りたいと思います。 
○水沢議長 お諮りをいたします。 
 質疑の途中でございますけれども、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） 

○水沢議長 異議なしと認めます。 
 よって、暫時休憩いたします。 
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午前１２時１２分 休憩 
午後 １時２２分 再開 

 
○水沢議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 引き続き、議案第 18 号の質疑を行います。質疑ございませんか。 
 7 番、岡田議員。 
○岡田議員 ちょっとお聞きをしたいわけですけれども、先程来、下水道関係それから個

別排水それと給水条例の関係で、この値上げによって歳入で得る部分ですか、6 月からの施

行ということなんですが、その分含めて 1 年間どれ位の歳入見込みをしているのかお聞き

したい。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 簡水につきましては、先程内訳含めまして 2,822 万円ということで

それに 6 月からですから、9 ヶ月分と目減り分 10％見まして、9 割を見ますと、先程、2,100
万と言いましたが、私計算違いしまして、1,905 万円、これ位を見込めるのではないかと。

それから下水道につきましては、1,411万8,000円に対しまして、9ヶ月の90％掛けますと、

953 万円、個別排水につきましては、118 万 5,000 円に対しまして、9 ヶ月の 90％で 80 万

円、合計しますと 2,738 万円を見込んでおります。 
○岡田議員 もう一度お願いします。 
○中川管財水道課長 繰り返します。簡水につきましては、1,905 万円、下水道が 953 万円、

個別排水が 80 万円、合計 2,738 万円でございます。 
○水沢議長 7 番、岡田議員。 
○岡田議員 先程、島田議員の方からもお話があった訳ですけれども、今非常に農業情勢

も厳しい状況なんですけれども、その中で営農用水の関係なんですけれども、いろいろ値

上げするという中身の中で、今結構自衛策と言うか、防衛策と言ったらいいんでしょうか

ね、大変経営も厳しいという中で、防除用水ですとか、家畜の飲み水ですか、それ等含め

て古い井戸を使ったり、川の水を使ったり、防除用水ですとタンクを設置して川から汲ん

だり結構多く聞かれるんですよね。そういうふうにしていかなければならないなという声

が非常に多く今聞かれるものですから、せっかくあげた予算が不足を生じないのか、1 割程

度の余裕を見ているようですけれども、不足を生じないのかどうかお聞きしたい。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 今までの実績等からいくと大丈夫だと思うんですが、値上げによっ

て何回か説明しておりますが、節水という問題も含めて少し厳しくなるとは思いますけれ

ども、維持管理費を節減するなりして出来るだけそういう川から水を取るとか、そういう

ことをしないで簡水を利用していただくように努力をしてまいりたいというふうに考えて

おります。 
○水沢議長 7 番、岡田議員。 
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○岡田議員 そう言われてもなかなかね、厳しい部分があるのかなと思うのですが、ちょ

っとその他に 1 点お聞きしたいなという部分があるんですが、工業用水の関係で非常に工

業用水使われてるところは、高額な年間何百万という形で使われているのかなと思うんで

すが、お聞きするところによりますと、なかなか水道水の値上げで経営に圧迫するという

話が聞かれる訳なんですけれども、そういう工業ですと本当に 200 万、300 万という部分

で出てくるのかなと思うのですが、この約 25％という値上げということは、約 30％近い

200 万であれば 300 万近い支払いが生じるのかなと思うんですが、経営に係る圧迫がある

という話も聞いております。その分に対して、本当に適切な値上げなのかどうなのかなと

いう部分、一律 25％という部分もあるのですが、特例と言ったらまたちょっとおかしな話

になりますけれども、その辺何らかの方策と言うのは取れるのか、取れないのか。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 工業用につきましては、今 3 件ほどあるわけですけれども、私共に

とっては大変な高額なお客様でございまして、一番多い所で年間 800 万位をいただいてお

ります。その中でまた 25％値上げということで 1,000 万近いお金になっちゃうんじゃない

かなというふうに思いますけれども、工業についても簡易水道を引くいきさつ等から考え

てなんとかご理解いただけるのではないかというふうに考えてますし、特別また今のとこ

ろはいろんな処置等は考えておりません。25％でいただくということでございます。 
○水沢議長 10 番、田村議員。 
○田村議員 私は、合併大賛成派ということでお聞きしたいのですけれども、その中では

この水道料の一連の値上げについて、それぞれ町民に知らすことは出来なかったけれども、

それぞれ大変な負担を自立した場合、合併した場合という中ではされたように思ってござ

います。そんな中では、よくぞここまでここで止めてくれたなと、それぞれ審議委員会の

中でもよく審議をしてくれたなというふうに私は内容的に見ているわけですけれども、そ

の中で問題はこの低所得者と高額所得者という表現が良いかどうか分からないけれど、僕

がよく言う中間から下の方々、中間から上の方々という段階で見た時に、その支払いの能

力の分岐点というのは、これが妥当だという判断で決められているかどうかという問題点

と、それからもう一つは合併問題でそれぞれ豊頃町と大変なお互いに風評的な批判をしな

がらきたわけですけれども、前にも聞いたことがありましたが、一般財源から水道の方に

繰入をしている部分についての関連で、果たして浦幌町と豊頃町の供給単価が平等でいい

のか、それとも給水原価をそのままかけて豊頃からいただいてもいいのではないかという

ふうに考えますけれども、その辺の考え方をお聞かせいただきたいと思います。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 1 点目の低所得者なり中間層ということですか、その辺の配慮をして

値上げを決めたのかということでございますが、総体的には町民全体のことを考慮しなが

らなんとか最低限の値上げでとどめていきたいということで私共の諮問に対して審議会で

も慎重に審議をしていただきまして、逆にもっとこの際財政が厳しいのだから上げたらよ
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いのではないかという意見が強かったものですから、総体的な町民の負担を考えた場合に

ついては、そうもいかないだろうということで 25％ということでおさめさせていただいた

訳です。その辺では満遍なく均等に支払っていただける金額ではないかなと判断したわけ

でございます。それから豊頃町との関係でございますが、豊頃町との関係につきましては、

前にもご質問がありまして、その中ではお互いに事業を進める中で負担割合をしていただ

いておりますので、維持管理費含めてうちの方では町民と同じ金額でいただいているとい

う、ずっと事業開始した時からの取り決めとなっておりまして、いきなり供給単価にする

ということは、非常に難しいのではないかなというふうに思っています。 
○水沢議長 10 番、田村議員。 
○田村議員 課長、今水道の町民に対する負担の中で、審議会の中ではもう少しこういう

事態だから上げたら良い、本当に有難い言葉だなと僕は思ってございますけれども、だけ

ども先程同僚議員からご質問があった中で、もしこの給水単価が今の単価が高くて滞納者

が出た場合どうするんだと言った時に、課長がそれは増える可能性があるということ言っ

たけれども、それと随分反比例した答弁が返ってきたなというふうに思うんですけれども、

そんな中ではそれぞれ課長が思う程、町民の方々はこの負担が当たり前だなと思っている

方はいないだろうけれども、だけども私は冒頭申し上げましたように合併を賛成する、奨

励したい立場であったと、その中では合併に反対された方々は町の状況がそんなに苦しい

のだったら、私ら町を残すためになんぼでも負担しますよというふうにご意見があったよ

うに聞いておりますけれども、その言葉と反してそれぞれの立場で物の言えることの幸せ

さを本議会で味わせていただいていることだけは申し上げておきたいと思うのだけれども、

そんな中で豊頃町の供給している水について、それぞれの工事負担はお互いに持っている

ことは良しとして、それはそれとして浦幌町は豊頃町に対し合併の時にはあれだけのこと

をいろいろと追求された中身からぼえば、もう少し生きるために豊頃町も浦幌のことを重

箱の隅を突付いたとすれば、我々も生きるために水をただでその日を暮らしていくための

水を供給するのですから、多少なりとも高く供給するのが僕は筋だと思うけれども、これ

は間違っているでしょうか。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 私も気持ちは一緒でございますが、現行の中では相談する余地はあ

るかもしれませんけれども、今の契約の中ではうちの水道使用料と同じという取り決めに

なっておりますので、相談はしてみようとは思いますけれども、今の所現行どおりという

ことでご理解をいただきたいと思います。 
○水沢議長 10 番、田村議員。 
○田村議員 大変これは宗教的な絡みがあるだろうけれども、それぞれ信心する宗教によ

って、考え方はいろいろあるということですけれども、町長、私はキリスト教信者でもご

ざいませんし、門徒でございます。そんな中で、今まで合併問題で協議した中で、目には

目、歯には歯というのも宗教の中にもあるんですけれども、町長の考え方その辺で聞かせ
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ていただきたいと思います。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 政教分離ということからすると、政治の面で見ていかなければならないのか

なと思っております。確かに豊頃町とは合併が破綻しましたけれども、本年に入ってから

北海道知事の談話等出ておりますけれども、これからの行く末、そして新法の考え方とい

うものを見ていくと、これで合併が終わるものではないと、このように考えております。

その時にまたどのような枠組みでどのような協議が始まるのかということがあるのだろう

と思います。合併が破綻したからすぐに手のひらを返すようなことは出来ないのではない

だろうかなと、このように考えておりますし、今までの隣町同士の強調、協力というのも

大事だなと、こう思っておりますのでこの吉野管水の関係につきましては、従来どおりの

考え方でいきたいなと、このように考えております。 
○水沢議長 11 番、松井議員。 
○松井議員 先程はちょっと適切ではない質問をしてしまった訳ですけれども、その関連

してみますと、こういうことではないのかなということを聞きたかったのは、要するにト

ンあたりの給水量それと給水原価、それも原価の中から公債費を省いた給水原価を差額を

考えると、この給水量につきましては、おそらく給水量の方が高くなるのではないかとい

う考え方を一つ述べておきたかったなということだったわけでありますけれども、これは

下水道の料金についても同じことが言えるのではないかと思いますけれども、そんなこと

で例を出すのであれば、トンあたりの給水原価は公債費を省いた金額にすべきだというこ

とをまず一つ申し上げておきたいのと、もう一つは町長のこの料金値上げとか、一連の料

金の値上げについて、基本的な姿勢というのを改めてお聞きしておきたいなと思う訳であ

りますけれども、財政が厳しい時代ですからあらゆる部分について経費の削減、それから

料金の値上げ、これはいた仕方がないとしても、基本的にライフラインに係る上下水道料、

あるいは住宅料、電気料ですね、電気料は町に関係ないにしても、そういう生活に密接に

関わる料金の値上げについては、他の料金の値上げとやはり格差をつけるべきではないか

なと私は基本的に思っているわけですけれども、その辺のところ上げ率について特にその

ことを申し上げておきたいと思うんですけれども、一律 20％、30％というのではなくて、

生活に密着した特に低所得者に直撃されるような料金値上げという部分については、特別

な配慮というのは絶対に必要ではなかろうかなと思う訳ですけども、さらにまた福祉料金

についてもですね、国民健康保険の値上げということもありますけれども、この辺につい

てもその辺十分な配慮をしてあらゆる部分の経費削減、料金値上げということを考えてい

くべきではなかろうかなと思う訳ですけれども、その辺の基本的な考え方についてお尋ね

をしておきたいと思います。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 前段の給水原価の関係ですけれども、今までもそういう形で審議する中では、

給水原価に建設費と言いますか、資本的支出の部分と言いますか、そういう形の公債費を
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含んだ中で計算してきているというのが現実であります。過去においてもそういう形で計

算をしながら一般会計の繰入というものを見ながらやってきているという内容であります

ので、これを計算していくにあたってはやはりこれを除外して見ていく計算は出来ないだ

ろうと考えております。ただ示す中で、これを省いた額のランニングコストのみの部分は

こうですよということを例として示しなさいということであれば、それは計算上出来ます

から、そういう形では示していけるのだろうと思います。しかし、ランニングコストには

単なるそれだけではなくて、やはり改良と言いますか、修繕と言いますか、また資本的支

出に関わるような修繕というもの出てくるのかなと、そういうふうに思っています。これ

からも今本体の施設はまだ新しいということもありますけれども、それ以外にも各地に小

さな簡易水道を持っておりますので、それらを考えると資本的支出も出てくるのかなと思

っておりますし、また簡水に頼らずにそれぞれの水道組合を作って運営している所もござ

います。それらを今後簡水に組み入れていけるのか、いけないのかと、その管理面も含め

て検討していく内容になってくるのではないかなと、地震において大きな被害を受けた地

域もございます。それらを考えると、加入簡水という形で運営していくのが適当ではない

かと、そうするとまた改修という形での資本的な支出は出てくるのではないかなと、この

ように考えております。それから今回の改正についてでありますが、昨年も改正した中で、

また続けて改正、値上げということでそれを考えると本当に町民の方々への負担というも

のを考えると、大変大きなものになるというふうに捉えております。しかし、何としても

浦幌町の財政を健全化していきたいという想いがあります。それは先程来質問にもありま

すように次の合併というものがどういう形で来るのかと、一部では知事の指導、または勧

告があるというようなことも言われております。その時に私たちの財政が健全化に向けた

取組みがなされていなければよその町から枠組みが示されたとしてもどういうふうに私た

ちの町の姿勢が問われるのかということを考えると、今健全化に向けての支障というもの

を出していかなければならない、こういうふうに考えております。赤池町に学ぶことが多

いと思います。赤池町も二度財政再建案を作ったけれども、結局それが実行出来ないまま

赤字再建団体になってしまったという例があります。それはやはり町民の負担とかいろん

なことも考えながらあったのでしょうけれども、その再建団体になったことが更に町民の

大きな負担になるということでございます。私たちは先を見ながらそうならないためにも

今議会の皆様のご理解をいただいて、この健全化に向けて取り組んでいかなければならな

いと、こういうふうに考えております。低所得者への配慮ということも含めていろんな批

判もあろうかと思いますけれども、なんとかこのような形でご理解をいただきたいと、こ

のように考えております。 
○水沢議長 13 番、岸田議員。 
○岸田議員 課長にちょっとお尋ねしたいのですが、ここ数年間の水道水量の増減につい

て概要でいいですから、お知らせ願います。 
○水沢議長 管財水道課長。 
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○中川管財水道課長 量的なものはちょっとおさえておりませんけれども、使用料で逆算

ということも出来るかなと思いますが、平成 15 年が 1 億 5,240 万円程の使用料でございま

す。それから 16 年の見込みとして 1 億 6,400 万、今後については 1 億 6,000 円から 1 億

6,600 万という推計でいっているのではないかなと、以前はちょっと資料がございませんけ

れども、その程度でよろしければ。 
○水沢議長 13 番、岸田議員。 
○岸田議員 今、お尋ねしたのはですね、実はですね、上水場、終末処理場も同じだと思

うんですけれども、一定の設備の能力を持って働いていると、こういう場合にはやっぱり

その設備なり能力にあった稼動がされているわけはですね、生産いわゆる収支の係りにつ

いても最大限発揮出来る用途があると思います。これが極端な例を言いますと、人口減少

によって利用者が減少していることによって、供給水量も減少していくと、すなわちそう

いう施設能力に以下の供給より必要としないというようになっていた場合にですね、少な

くとも今回 30％の料金の値上げ、また前倒し 2 年ということで 4～5 年は何とかこのまま

据え置いていきたいということも述べられているんですけれども、こういう推移の中でそ

うした人口減少、また所帯の減少によって必要とする量が減少していった場合の料金の設

定がどのように変化されていくのかお尋ねしたいと思います。 
○水沢議長 管財水道課長。 
○中川管財水道課長 ゆう水水量としては、大体 70 万 くらいが毎年使われている訳です

けれども、その中で施設的には余裕があるという状況になっております。それで今後、使

う量が減っていくということに対して、そうなると収入も減っていく訳ですし、償還金が

まだ続くということもありますので、料金の値上げについては今後もやっぱり値上げをし

ていかないとやっていけないだろうということで、以前にも申し上げましたけれども、4～
5 年は大丈夫にしても、その後については値上げをしていかざるを得ないのではないかと、

逆にコストが高くなるような状況になってくるのではないかというふうに考えております。 
○水沢議長 他に質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
○水沢議長 質疑なしと認めます。 
 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
○水沢議長 討論なしと認めます。 
 これより議案第 18 号を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（賛成者挙手） 
○水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第 18 号は、原案のとおり可決されました。 
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     ◎日程第４ 議案第１９号 
○水沢議長 日程第４、議案第１９号 浦幌町健康センター設置及び使用管理条例の廃止

についてを議題といたします。 
 説明を求めます。 
 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 議案第１９号 浦幌町健康センター設置及び使用管理条例の廃止に

ついて。 
 浦幌町健康センター設置及び使用管理条例を別紙のとおり廃止する。 
 平成 17 年 3 月 7 日提出、浦幌町長。 
 当該厚内地区の健康センターにつきましては、地域住民の健康管理と生活改善指導の実

施を目的といたしまして、昭和 49 年 12 月より開設させていただいております。今日まで

町内の医療機関の医師により定期的に診察を行ってきたところでございますが、設置され

てからこの施設につきましては、30 数年経っておりまして待合室の雨漏り等老朽化が進ん

でおります。また衛生面の整備が必要になってきております。そういったことも含めなが

ら現在厚内健康センターに通っております患者さんについても最近減少の一途を辿ってい

るところでございます。また町内に患者輸送バス等も走っていることもございまして、地

域とこれらの存続について協議を今日までしてまいった所でございますが、この度 3 月 31
日をもってセンターを廃止いたしたく、条例提案するものでございますのでよろしくお願

いを申し上げます。 
 浦幌町健康センター設置及び使用管理条例を廃止する条例。 
 浦幌町健康センター設置及び使用管理条例は、廃止する。 
 附則、この条例は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 
 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
○水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 
 4 番、差間議員。 
○差間議員 ここで課長にお願いがあるわけなんです。というのは、患者輸送バス、いろ

いろバス停の小さい小屋とか設置してもらっている訳ですが、なんとかバスが入る路線、

これは例えばですね、200～300m 歩いているお婆さんがいるそうなんですよ。それでこう

いういわゆる一ヶ所に今まであれば家族の者が送ったりしていましたと、今後、この施設

がなくなるということは、バスでやはり浦幌に出てくるようになりますのでね、地元の区

長さん等おりますのでね、是非ともバスの止まる場所を検討していただきたいと思うんで

す。厚内地区も結構高齢者が増えまして、これに依存する人結構増えてくると思いますの

でね、今後その点について一つよろしくお願いしたいと思います。 
○水沢議長 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 只今の差間議員のご質問にお答えいたします。厚内地区についても

停留所については、何ヶ所かしか置いておりません。確かにお年寄りがいて何百メートル
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か歩いて来られる方も聞いております。それらを踏まえて地元と協議しながら止まる場所

をもう少し多く出来るのであれば、そういうふうに協議をしながら止まる場所を多くして

まいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。以上でございます。 
○水沢議長 他に質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○水沢議長 質疑なしと認めます。 
 これより討論を省略し、議案第 19 号を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（賛成者挙手） 
○水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第 19 号は、原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第５ 議案第２０号 
○水沢議長 日程第５、議案第２０号 町道路線の廃止及び認定についてを議題といたし

ます。 
 説明を求めます。 
 建設課長。 
○松田建設課長 議案第２０号 町道路線の廃止及び認定について。 
 町道路線の廃止及び認定について議決を求める。 
 平成 17 年 3 月 7 日提出、浦幌町長。 
 1、廃止路線、整理番号 3049、路線名、十勝太静内線、起点、下浦幌東 4 線南 80 番地の

1 地先（十勝太線）、終点、下浦幌東 4 線南 63 番地の 4 地先、延長 1,620m、幅員 5m、重

要な経過地、十勝太。この十勝太静内線につきましては、町道の一部を平成 2 年団体営農

道整備事業で整備するため廃止をいたしまして、農道台帳に登載し農道として管理してま

いりましたけれども、この程農道台帳の見直しを行い、町道として管理することになった

ため現町道を認定がえするため廃止するものでございます。 
 2、認定路線、整理番号 3045、路線名、静内線、起点、東山町 17 番地の 1 地先（国道

38 号線）、終点、下浦幌東 6 線南 20 番地の 2 地先（道道直別共栄線）、延長 5,669.10m、

幅員 5.5m、重要な経過地、東山町。整理番号 3049、路線名、十勝太静内線、起点、下浦

幌東 4 線南 80 番地の 1 地先（十勝太線）、終点、下浦幌東 3 線南 332 番地の 1 地先（道道

直別共栄線）、延長 3,336.80m、幅員 5.0m、重要な経過地、十勝太。静内線につきまして

は、平成 6 年度より道営一般農道集落間整備事業により改良、舗装工事を行ってきました

が、平成 15 年度完成し、平成 16 年度に道より管理移管されたため今回町道として認定す

るものでございます。次、十勝太静内線につきましては、農道部分延長 1,716.8m を新しく

新たに加え、一路線として総延長 3,336.8m を認定するものでございます。位置関係につき

ましては、資料の 19 ページ、21 ページに図面が載っておりますので、ご覧おきを願いたい
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と思います。以上でございます。 
○水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○水沢議長 質疑なしと認めます。 
 これより討論を省略し、議案第 20 号を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（賛成者挙手） 
○水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第 20 号は、原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第６ 発議第２号 
○水沢議長 日程第６、発議第２号 「定率減税」の廃止を行わないことを求める意見書

の提出についてを議題といたします。 
 提出者代表の説明を求めます。 
 島田辰彦議員。 
○島田議員 発議第２号 「定率減税」の廃止を行わないことを求める意見書の提出につ

いて。 
 補足的に説明させていただきます。案文につきましては、ご覧いただきたいと思います。

今国会において、政府は所得税・住民税の定率減税の縮小・削減を盛り込んだ地方税法の

改正を行おうとしております。この定率減税は、97 年の橋本内閣の時に緊急財政と抱き合

わせで消費税の増税などで金融恐慌の一歩手前まで経済が傷つき、将来不安を招いたこと

から所得税減税の恒久減税を実施したわけでありますが、当時の橋本内閣による増税計画

の中で、家計は貯蓄を増やすといういわば体力的にはまだあったわけでありますけれども、

今日の所得の減る中での今回の増税の措置は、処方が間違っていると言わなければなりま

せん。貯蓄を増やす今日においては、貯蓄を増やすゆとりがないどころか、逆に貯蓄を取

り崩して生活をしている状態が続いております。こうした現状から鑑みて、地方税法に盛

り込まれた定率減税の廃止は行わないことを求めるものであります。議員各位のご理解と

賛同をいただきますようお願いいたしまして、補足的に説明させていただきます。 
○水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○水沢議長 質疑なしと認めます。 
 これより討論を省略し、発議第 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） 
○水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、発議第 2 号は、原案のとおり関係先に提出することに決定いたしました。 
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 お諮りいたします。 
 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） 
○水沢議長 異議なしと認めます。 
 よって、暫時休憩いたします。 
 

午後 ２時０６分 休憩 
午後 ２時１６分 再開 

 
○水沢議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 
     ◎日程第７ 議案第３１号 
○水沢議長 日程第７、議案第３１号 平成１７年度浦幌町一般会計予算を議題といたし

ます。 
 提案説明を求めます。 
 町長。 
○八木町長 平成 17 年度予算を提案するにあたりまして、その趣旨を申し上げたいと思い

ます。平成 17 年度予算編成につきましては、町政執行方針並びに議員の皆様からの一般質

問でも申し上げておりますけれども、全会計につきまして総括的には一般財源の確保が非

常に厳しいことから財政調整基金、酪農振興基金などを取り崩し、また臨時財政対策債の

発行により歳入を見込んでおります。また先程、議決をいただきました各種手数料、使用

料につきましてもその値上げを見込んでございます。歳出につきましては、臨時的経費、

投資的経費につきましては、補助事業を中心とした継続事業だけを盛り込み、新規事業を

極力抑えた内容となっております。浦幌町にとりましては、17 年、18 年、19 年が特に厳

しい状況にある中で、自立に向けた非常に厳しい緊縮予算となっておりますので、ご理解

を賜りたいと思います。また職員給与につきましては、基本給で 3％、期末勤勉手当で 0.2
ヶ月削減、期末手当の役職加算の凍結という形で計上させていただいております。それぞ

れ詳細につきましては、助役並びに課長より説明させていただきますのでよろしくお願い

いたします。 
○水沢議長 続いて、予算説明書附表について説明願います。 
 助役。 
○安藤助役 この予算説明書附表で説明させていただきます。1 ページ目の各会計予算比較

表でございます。一般会計53億 4,400万、前年度より 6億4,620万の減でございます。10.8％
の減となっております。この減の主なものにつきましては、普通建設事業費のうち道路建

設事業の瀬多来美園線改良工事終了の減、中山間地域直接支払交付金事業終了の減、道営

畑総事業の事業費の減などがあり、他人件費、各施設に対します物件費、団体などに対し
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ます補助費負担金などの減となっております。続きまして、町有林野会計 7,682 万 9,000
円、2,547 万 1,000 円の減で 24.9％の減であります。主なものにつきましては、造林事業、

保育事業の減と公債費の減であります。模範牧場会計 1 億 753 万 9,000 円、293 万 9,000
円の増、2.8％の増となっております。牧場使用料の増に伴う予算増でございます。国保事

業会計 7 億 9,639 万 8,000 円、457 万 5,000 円の増、0.6％の増となっております。老人保

健会計 8 億 7,556 万 1,000 円、50 万 9,000 円の増、0.1％の増となっております。介護保険

会計 4 億 8,726 万 9,000 円、986 万 5,000 円の減、2％の減となっております。この関係に

つきましては、人件費の組替えによります減となっております。町立診療所会計 2 億 9,545
万 4,000 円、733 万 3,000 円の減で 2.4％の減となっております。この関係については、診

療所管理費の人件費の組替えによります減となっております。公共下水道会計 3 億 2,962
万 9,000 円、5,514 万 1,000 円の減で 14.3％の減でございます。この関係は、公債費の減と

なっております。個別排水会計 4,853 万 3,000 円、56 万 7,000 円の増、1.2％の増となって

おります。簡易水道会計 3 億 2,345 万 2,000 円、1,304 万 2,000 円の減、3.9％の減となっ

ております。この関係は、管理委託料の減と道道吉野瀬多来線に係ります豊年橋の水道管

添架工事の完了のための減でございます。10 会計総計で 86 億 8,466 万 4,000 円、7 億 4,846
万 2,000 円の減、7.9％の減となっております。 
 次に、右側の歳入歳出予算の総計表及び純計表でございます。各会計の繰出金のみを申

し上げます。一般会計より町有林野会計へ 5 万円、国保事業会計へ 1 億 547 万 2,000 円、

老人保健会計に 6,272 万円、介護保険会計に 8,414 万 5,000 円、町立診療所会計に 1 億 146
万 8,000 円、公共下水道会計に 1 億 6,990 万 9,000 円、個別排水会計に 2,194 万 4,000 円、

簡易水道会計に 1 億 4,578 万 7,000 円、それから模範牧場会計より一般会計に 590 万 2,000
円、総計といたしまして 6 億 9,739 万 7,000 円で歳入歳出それぞれ引きます純計といたし

ましては、79 億 8,726 万 7,000 円となっております。 
 次に、2ページをご覧願います。歳入款別比較表でございます。1款町税 5億 3,132万 8,000
円、567 万円の増でございます。1.08％の増となっております。2 款地方譲与税 1 億 5,400
万、755 万円の増、5.15％の増でございます。この中で所得譲与税につきましては、三位一

体改革によります譲与税が 1,255 万円の増となっております。地方道路譲与税につきまし

ては、500 万の減となっております。3 款利子割交付金 500 万円、300 万円の減であります。

37.5％の減であります。4 款配当割交付金 60 万円、60 万円の増となっております。5 款株

式等譲渡所得割交付金 3,000 円、3,000 円の増でございます。6 款地方消費税交付金 6,500
万円、前年と同額でございます。7 款自動車取得税交付金 4,000 万円、1,000 万円の減で、

20％の減となっております。8 款地方特例交付金 1,700 万円、1,000 万円の減で、地方特例

交付金の減でございます。37％の減となっております。9 款地方交付税 29 億 5,000 万、2
億 1,000 万の減、総体で 6.64％の減であります。普通交付税につきましては 27 億 5,000 万、

特別交付税につきましては 2 億円ということになっております。10 款交通安全対策特別交

付金 180 万円で、前年同様でございます。11 款分担金及び負担金 2 億 986 万 5,000 円、3,095
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万 6,000 円で 12.8％の減となっております。12 款使用料及び手数料 1 億 4,327 万 7,000 円

で 125 万 5,000 円の減で 0.9％の減となっております。13 款国庫支出金 1 億 9,828 万 5,000
円で 9,048 万 2,000 円で、31.3％の減となっております。主なものにつきましては、老人保

護措置費国庫負担金、保険基盤安定国庫負担金、特定資金公共投資事業補助金、道路建設

補助金の減となっております。14 款道支出金 2 億 5,172 万 4,000 円で、8,247 万 3,000 円

の減、24.7％の減でございます。主なものにつきましては、老人保護措置費道負担金、次の

ページになりますが、緊急地域雇用創出特別対策推進事業補助金、それから森林地域活動

支援交付金、道有林野所在市町村委託金が予算上では 0 となっておりますが、道の方より

通知がありまして 16 年分の 3 分の 2 が交付される見通しということで、補正ということで

まいりたいと思います。中山間地域等直接支払交付金につきましては、事業は 16 年度で一

時終わりましたが、また復活によりまして今、国・道の基準・要綱が決まり次第補正対応

してまいりたいと思います。15 款財産収入 2,386 万 8,000 円で 302 万円の減、11.2％の減

となっております。16 款寄附金 2 万円で前年同額、17 款繰入金 1 億 4,545 万 3,000 円、1,051
万 1,000 円の増で 7.8％の増となっております。18 款繰越金 3,000 万円で前年同額となっ

ております。19 款諸収入 2 億 5,497 万 7,000 円で 2,825 万 2,000 円の増、12.4％の増とな

っております。20 款町債 3 億 2,180 万で 2 億 5,760 万の減、44.4％の減でございます。主

なものにつきましては、減税補てん債が 930 万減、臨時財政対策債につきましては、9,600
万の減、減税補てん債（借換債）は、1 億 300 万の減、道路橋梁債につきましては、3,940
万の減となっております。17 年度の歳入の合計が 53 億 4,400 万、6 億 4,620 万円の減とな

っております。続きまして、6 ページの歳出款別比較表を説明いたします。1 款議会費 6,863
万 1,000 円、446 万円の減、6.1％の減となっております。2 款総務費 5 億 155 万 1,000 円、

8,500 万 4,000 円の減、14.5％の減でございます。3 款民生費 9 億 2,830 万 1,000 円で 4,007
万 7,000 円の減でございます。4.1％の減となっております。4 款衛生費 5 億 2,654 万 1,000
円、846 万の減で 1.6％の減となっております。5 款労働費 56 万 3,000 円、408 万 9,000
円の減で 87.9％の減でございます。6 款農林水産業費 5 億 9,377 万 6,000 円、1 億 3,886 万

9,000円の減で 18.9％の減となってございます。続きまして、8ページ、7款商工費 1億 2,482
万 2,000 円で 1,591 万 1,000 円の減、11.3％の減でございます。8 款土木費 4 億 3,314 万

3,000 円、1 億 5,993 万 7,000 円の減で 27％の減でございます。9 款消防費 2 億 4,897 万円

で 1,511 万 5,000 円の減、5.7％の減でございます。10 款教育費 6 億 2,848 万 2,000 円、7,847
万 5,000 円の減で 11.1％の減となっております。11 款災害復旧費 3,693 万 1,000 円、1,501
万 3,000 円の増で 68.5％の増となっております。12 款公債費 12 億 5,127 万 9,000 円、1
億 1,081 万 6,000 円の減で 8.1％の減となっております。13 款諸支出金 1 万円で前年同額

となっております。14 款予備費 100 万円で前年同額です。合計で 53 億 4,400 万円で、6
億 4,620 万の減となっております。続きまして、9 ページの事業費及び主な経費調というこ

とで、主なものについて申し上げます。総務費、上から 7 行目、総合行政情報システム電

算機器等借上料 824 万 6,000 円は、20 年度までの債務負担行為で行っているものでござい
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ます。電算機器借上料 492 万 9,000 円、これも 20 年度債務負担行為で行っておりまして、

町内の LAN 機器賃借料などでございます。総合行政情報システムソフトウエア借上料、財

務会計他 16 システムソフトウエアの借上料でございます。下から 13 行目なんですが、指

定統計調査費といたしまして 558 万円ということで、国勢調査、農林業センサス外となっ

ております。それから民生費でございます。民生費の主なものは、10 ページの下から 7 行

目、介護経営貸付金 6,350 万、この関係につきましては、社会福祉協議会、幸寿会、NPO
法人の貸付金でございます。その 2 段下の介護用品給付費 300 万円ということで、25 名で

介護 3 から 5 までの身障者の方の介護用品の給付事業でございます。続きまして、11 ペー

ジの衛生費の特定不妊治療費補助金 10 万円につきましては、2 名分をみております。それ

から下の方の十勝環境複合事務組合負担金 975 万 5,000 円ということで、ごみ処理新規加

入一時的負担金ということで、4 年間支払うものでございます。17 年度加入で 18 年度より

クリリンセンターに一般廃棄物を持ち込むということになっております。その下の十勝環

境複合事務組合負担金といたしまして、747 万 1,000 円、し尿処理の負担金となっておりま

す。続きまして、12 ページの農林水産業費の 2 行目ですが、耕畜連携・資源循環総合対策

事業補助金 1,817 万 3,000 円ということで、休閑緑肥 50 ヘクタール、後作緑肥が 300 ヘク

タール、その他土壌診断となっております。その 2 段下の鹿防護柵補強整備事業補助金 100
万円、川上・栄穂地区の約 7,000m、道が 2 分の 1、町と農協で 8 分の 1 ずつ、あとは残り

受益者が 4 分の 1 ということで、事業を実施いたします。その 2 段下で畜産担い手育成総

合整備事業、これは北海道農業開発公社が事業を主体となっております。3,284 万 7,000 円

が町の負担ということで、事業費については総体の事業費ですが、1 億 100 万円程の事業費

となっております。草地造成・整備、それから用排水整備となっております。続きまして、

2 段下の資源リサイクル畜産環境整備事業、これも北海道農業開発公社が実施するものでご

ざいます。町の負担が 5,220 万 2,000 円、総体では 1 億 9,330 万円の事業費でございます。

用排水、堆肥舎 2 棟、家畜排せつ運搬機械 12 台ということになっております。それから 5
行飛ばしまして、栄穂地区担い手育成畑総事業負担金 800 万円、暗渠、心土破砕でござい

ます。それから美園地区担い手支援型畑総事業負担金 820 万円、これも暗渠、心土破砕で

ございます。美園 2 地区担い手支援型畑総事業負担金 1,620 万で、これも暗渠、心土破砕

等でございます。その 2 段下でございます。地籍調査事業 2,296 万 8,000 円ということで、

今年度は厚内地区、計画面積が 23.52ｋ㎡となっております。その 3 段下でございますが、

21 世紀北の森づくり推進事業補助金 2,191 万 6,000 円で 120 ヘクタールに対する補助金で

ございます。その下の森林整備地域活動支援交付金 4,450 万円、森林面積 4,450 ヘクター

ルに対する交付金でございます。その下の駅停沢線林道開設事業 3,502 万 9,000 円で林道

開設ということで、延長が 500m、幅員 5m でございます。種苗中間育成事業補助金 85 万

円でクロソイが 2 万尾でクロガシラ親魚が 50 匹の購入補助で大津漁組、豊頃町、浦幌町同

額でございます。その下のさけふ化放流事業補助金 234 万円、この事業につきましても浦

幌・豊頃・大津漁組、それとさけ定置部会でそれぞれ負担するものでございます。ヒトデ
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駆除対策事業補助金 40 万円、ヒトデ駆除 100 トンを計画しております。この事業につきま

しても浦幌・豊頃・大津漁組で負担をしております。13 ページの真ん中位に高齢者生産活

動センター委託業務貸付金 4,400 万円ということで、商工事業協働組合に対する貸付金で

ございます。商工費、株式会社ユーエム貸付金 1,500 万円、これは留真温泉に対するユー

エムへの貸付金で 14 年度より貸付しているものでございます。土木費、静内牧場線（臨時

交付金）改良舗装でございます。6,157 万 3,000 円、改良が延長で 362.4m、幅員 5.5、舗

装が 455m となっております。材木通（臨時交付金）が改良工事で 5,180 万 4,000 円、延

長が 220m の幅員 5.5m となっております。瀬多来美園線、これは地特事業で舗装工事 1,064
万 3,000 円、舗装延長 250m、幅員 5.5m でございます。次のページ、教育費でございます。

上から 6 行目の教師用指導書・教授資料購入費 436 万 5,000 円となっております。その下

の方にスクールバス運転業務委託料として 1,809 万 3,000 円、この関係につきましては、

上浦幌地区 2 路線と瀬多来線に対する民間業者への委託業務でございます。15 ページの災

害復旧費、公共土木施設過年災害復旧事業で 3,565 万 4,000 円、これは 15 年災害によりま

す河川 4 本の復旧工事費でございます。続きまして、16 ページの節の集計比較表につきま

しては、ご覧おき願いたいと思いますが、一般会計については全ての節で減となっており

ます。また 1 節の報酬より 4 節の共済費までは、前年度より 6,552 万 8,000 円の減となっ

ております。13 節委託料につきましては、6,917 万 6,000 円の減であり、24 施設の管理委

託料の減と土地鑑定評価委託料、地籍調査委託料事業の減、それと地域雇用創出事業委託

業務の減でございます。15 節の工事請負費については、6,775 万 8,000 円の減で瀬多来美

園線改良工事事業が終了に伴います減となっております。19 節負担金補助及び交付金につ

いては、1 億 2,771 万 3,000 円の減となっております。主なものは中山間地域直接支払交付

金、それから畜産基盤再編総合整備事業負担金、道営事業の美園地区担い手支援型畑総の

事業の負担金の減、森林整備活動支援交付金などの減でございます。 
 続きまして、給与費明細の附表をお開き願います。特別職につきましては、前年度合計

が 1億 3,182万 1,000円で今年度合計につきましては、1億 2,205万 4,000円で 976万 7,000
円の減であります。またその次のページからですね、一般会計と 9 特別会計を総計で前年

度 11 億 4,484 万 2,000 円で、今年度につきましては総計で 10 億 6,948 万 5,000 円となっ

ております。それで差額が 7,535 万 7,000 円の減となっております。あとにつきましては、

ご覧おき願いたいと思います。以上で、資料の説明を終わる訳ですが、今後の補正対応と

なるものにつきまして、主なものは先程申し上げました中山間地域等直接支払交付金事業、

それから厚内駅前公衆便所設置工事、この件につきましては、ＪＲ釧路支社より老朽化に

伴い現在の厚内駅便所の解体撤去の話がきております。今後は、ＪＲの方では設置しない

ということで町の方で対応していかなければならないということでございます。そういう

ことで昨年より財団法人の自治総合センターコミュニティ助成事業というのを申請してい

ましたところ、先日、補助内示がありましたので補正対応で実施してまいりたいと思って

おります。それから川上・栄穂地区の簡易水道事業認可基本計画の委託料につきまして、
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道よりの内示があり次第補正してまいりたいと思います。それから毎年 3 月に補正してお

ります地方バス路線維持補助金につきましても来年の 3 月になりますが、補正ということ

になります。それからその他に消防の救急救命士要請学校への経費、それから消防の 119
番携帯電話通報受信工事費などがあとでまた補正の時にお諮りしたいと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。以上で、説明を終わらせていただきます。 
○水沢議長 次に、議事の進行上、第 3 表地方債までの説明を求めます。 
 企画総務課長。 
○山田企画総務課長 各会計歳入歳出予算書、17 年度と書いてある方をお開き下さい。1
ページをお開き下さい。 
 議案第 31 号 平成 17 年度浦幌町一般会計予算。 
 平成 17 年度浦幌町一般会計の予算は、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 53 億 4,400 万円と定める。 
 2 項、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。 
 （一時借入金） 
 第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入の最高額は、20
億円と定める。 
 次のページをお開き下さい。 
 （歳出予算の流用） 
 第 4 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 
 1 号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合にお

ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 
 平成 17 年 3 月 7 日提出、浦幌町長。 
 次に、第 1 表は省略いたします。8 ページをお開き下さい。 
 第 2 表、地方債、起債の目的、過疎対策事業債 2 件、限度額 4,180 万円、起債の方法、

証書借入又は証券発行、利率、5.0％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措置期間及び償還期限

を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換することができる。一般公共事業債 4 件、

1,940 万円、臨時地方道整備事業債 900 万円、減税補てん債 670 万円、臨時財政対策債 2
億 3,200 万円、北海道市町村振興基金貸付金 660 万円、過年災害復旧事業債 630 万円、合
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計で 3 億 2,180 万円、16 年度当初費 2 億 5,760 万円の減であります。以上です。 
○水沢議長 ここでお諮りいたします。地方債までの質疑は、歳入の質疑と合わせて行い

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） 

○水沢議長 異議なしと認めます。 
 よって、地方債までの質疑は、歳入の質疑と合わせて行います。 
 お諮りいたします。歳入歳出事項別明細書の審議は、便宜上、歳出から行いたいと思い

ますが、これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

○水沢議長 異議なしと認めます。 
 よって、歳入歳出事項別明細書の審議は、歳出から行います。 
 ここでお諮りいたします。 
 議案第 31 号 平成 17 年度浦幌町一般会計予算から議案第 40 号 平成 17 年度浦幌町簡

易水道特別会計予算までの 10 議案については、本会議での質疑を 3 回までとする会議規則

第 55 条の規定を適用しないで、審議を進めたいと思います。これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

○水沢議長 異議なしと認めます。 
 よって、議案第 31 号から議案第 40 号までの 10 議案については、会議規則第 55 条の規

定を適用しないで、審議を進めることに決定いたしました。 
 
     ◎延会の議決 
○水沢議長 お諮りいたします。 
 審議の途中でありますが、議事の都合により本日の会議は、これで延会いたしたいと思

いますが、これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

○水沢議長 異議なしと認めます。 
 よって、本日は、これをもって延会することに決定いたしました。再開は、明日 15 日午

後 1 時 30 分といたします。 
 
     ◎延会の宣告 
○水沢議長 本日は、これをもって延会いたします。 

延会 午後 ２時５４分 


