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平成１７年第１回浦幌町議会定例会（第７号） 
 
平成１７年３月１８日（金曜日） 

開議 午前１０時００分 
閉会 午後 ３時４７分 

 
〇議事日程 
 日程第 １ 議会運営委員長報告 
 日程第 ２ 諸般の報告（議長） 
 日程第 ３ 行政報告（町長） 
 日程第 ４ 議案第３１号 平成１７年度浦幌町一般会計予算 
 日程第 ５ 議案第３２号 平成１７年度浦幌町町有林野特別会計予算 
 日程第 ６ 議案第３３号 平成１７年度浦幌町模範牧場特別会計予算 
 日程第 ７ 議案第３４号 平成１７年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算 
 日程第 ８ 議案第３５号 平成１７年度浦幌町老人保健特別会計予算 
 日程第 ９ 議案第３６号 平成１７年度浦幌町介護保険特別会計予算 
 日程第１０ 議案第３７号 平成１７年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算 
 日程第１１ 議案第３８号 平成１７年度浦幌町公共下水道特別会計予算 
 日程第１２ 議案第３９号 平成１７年度浦幌町個別排水処理特別会計予算 
 日程第１３ 議案第４０号 平成１７年度浦幌町簡易水道特別会計予算 
 日程第１４ 議案第４１号 浦幌町税条例の一部改正について 
 日程第１５ 議案第４２号 浦幌町特別職の職員の給与に関する特別措置条例の一部改 
              正について 
 日程第１６ 議案第４３号 浦幌町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正につ 
              いて 
 日程第１７ 議案第４４号 浦幌町行政改革推進委員会設置条例の一部改正について 
 日程第１８ 議案第４５号 平成１６年度浦幌町一般会計補正予算 
 日程第１９ 同意第 １号 浦幌町教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ 
              いて 
 日程第２０ 同意第 ２号 浦幌町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求 
              めることについて 
 日程第２１ 発議第 ３号 北海道十勝農産物を遺伝子組み換え農産物の交雑・混入か 
              ら守る要望意見書 
 日程第２２ 発議第 ４号 義務教育費国庫負担法の堅持に関する意見書 
 日程第２３ 発議第 ５号  議員の派遣について 
 日程第２４ 発議第 ６号 所管事務調査について 
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〇出席議員（１６名） 
    １番  森     秀  幸     ２番  杉  江     博 
    ３番  福  原  仁  子     ４番  差  間  勝  男 
    ５番  河  内  富  喜          ６番  野  村  俊  博 
    ７番  岡  田  愛  啓          ８番  阿  部     優 
    ９番  高  橋  利  一    １０番  田  村  寛  邦 
      １１番  松  井     泉        １２番  森     啓 之 介 
   １３番  岸  田  武  雄        １４番  島  田  辰  彦 
   １５番    山  田  道  夫        １６番  水  沢  一  広 
 
〇欠席議員（０名） 
 
〇出席説明員 
     町    長   八    木    忠    宏 
     助    役   安  藤  忠  司 
     企画総務課長   山  田  行  博 
          税 務 課 長   山  崎  健  司 
     住 民 課 長   藤  川     優 
     保健福祉課長   上  村  健  二 
          児童保育課長 
          補 佐      菅  原     敏 
         農水商工課長   門  馬  孝  敬 
     建 設 課 長   松  田     勇 
     管財水道課長   中  川  哲  朗 
     上浦幌支所長   河  村  七五三喜 
     出 納 室 長   亀  山     昇 
          診療所事務長      永  澤  厚  志 
          企画総務課 
          財 政 係 長      獅 子 原  将  文 
           

教育委員会 
     教育委員長   山  本  倖  嗣 
     教 育 長   大  谷  宣  征 
     管 理 課 長   後  藤  秀  彦 
     社会教育課長   経  堂  岩  夫 
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    農業委員会 
          会    長      塚  田     実 
          事 務 局 長      前  田  治  紀 
 
    監   査 
     代表監査委員   石  丸  晴  朗 
 
    浦幌消防署 
     署    長   山  本  和  幸 
 
〇出席議会事務局職員 
     局    長   久  保  清  司 
     議 事 係 長   増  子  礼  子 
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開議 午前１０時００分 
    ◎開議の宣告 
〇水沢議長 ただいまの出席議員は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 
〇水沢議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 
 田村委員長。 
〇田村議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。 
 昨日17日、本会議終了後、第１回定例会最終日の運営について、委員全員の出席のもと

議会運営委員会を開催いたしましたので、協議の結果についてご報告を申し上げます。 
 昨日の議会運営委員会には正副議長の出席をいただき、理事者から最終日に提案の追加

議案、条例一部改正、16年度一般会計補正予算についての議案説明を受け、日程及び運営

について協議をいたしました。 
 本日の議案の提案件数は、議案第31号 平成17年度浦幌町一般会計予算、議案第32号 平

成17年度浦幌町町有林野特別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

計予算までの特別会計予算の９件と議案第41号から議案第44号までの条例の一部改正４件、

議案第45号 平成16年度浦幌町一般会計補正予算の５件の追加議案に同意案件２件であり、

議会議長提案は発議第３号から発議第６号までの４件でございます。なお、本定例会は会

期12日間の本日を最終日としておりますが、日程上時間的に大変厳しい日程と思われます

ので、議員各位のご協力をよろしくお願い申し上げます。 
 以上、議会運営委員会において協議をいたしました結果であります。町財政大変厳しい

予算審議でありますので、議員各位の活発なる審議を賜りますようお願いを申し上げまし

て、議会運営委員長報告といたします。 
〇水沢議長 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 
〇水沢議長 日程第２、諸般の報告を事務局長より行わせます。 
〇久保議会事務局長 報告いたします。 
 ３月７日から17日までの議長等の動静については、諸般の報告としてお手元に配付して

おりますので、ご了承願います。 
 次に、３月11日の本会議で可決されました平成17年産酪農畜産政策・価格等に関する要

望意見書並びに14日の本会議で可決されました定率減税の廃止を行わないことを求める意

見書については、それぞれ関係先に３月14日に提出いたしましたので、ご了承願います。 



 5 

 以上でございます。 
〇水沢議長 これで諸般の報告を終わります。 
 
    ◎日程第３ 行政報告 
〇水沢議長 日程第３、行政報告を許します。 
 町長。 
〇八木町長 行政報告いたします。 
 ３月７日から17日までの動静につきましては、記載のとおりですので、ごらんおきいた

だきたいと思います。 
 ２のその他でありますが、１点目、３月７日に行政報告させていただきました職員の無

免許運転に関して懲戒処分の内容を決定しましたので、ご報告申し上げます。まず、私に

つきましては、このたびの職員の無免許運転並びに町立診療所の医療過誤等、その他一連

の不祥事に対し、みずから反省の念に立ち、給料月額20％の減額を６カ月、助役は給料月

額10％の減額を３カ月行います。当該職員につきましては、昨日３月17日付で懲戒免職と

し、企画総務課長及び安全運転管理者である建設課長を懲戒戒告、当該職員の所属課管理

職員４名を訓告、採用当初からの所属長３名を厳重注意とする処分とし、医療過誤につき

ましては事務長を訓告とする処分を下しましたので、ご報告申し上げます。 
 職員の無免許運転につきましては、さきに報告させていただきましたとおり、去る２月1

3日、男性職員が自家用車を運転し帯広市へ買い物に行く途中、交差点で指定場所一時不停

止により警察官にとめられ、運転免許証の提示を求められたところ無免許運転であったた

め帯広警察署へ同行し、事情聴取を受け、採用当初から現在まで無免許運転をしていたこ

とが発覚したものでありますが、町としましてはこのたびのことを重く受けとめ、当該職

員はもちろんのこと、管理者について厳正なる処分を行うため、公平かつ慎重に検討して

まいりました。 
 当該職員につきましては、地方公務員法第29条及び職員の懲戒の手続及び効果に関する

条例に基づき懲戒免職処分を行いましたが、その処分審査基準としまして北海道や他の都

府県の例を踏まえ、かつ交通法規違反、交通事故者等の処分審査基準の規定により決定し

たものであります。 
 処分に当たり具体的な量定の決定にかかわる総合的な判断が必要なため、事実関係を把

握した上で、処分審査基準を基本に、非違行為の動機、態様及び結果はどのようなもので

あったか、故意または過失の度合いはどの程度であったか、職員の職務上の地位や職務内

容、町、他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであったかなど具体的な行為や

悪質性なども情状として考慮の上、総合的に判断したものであります。 
 地方公務員法には法令等に従う義務、信用失墜行為の禁止、服務の根本基準が定められ

ており、町職員が長年にわたり公用車も含め無免許運転を繰り返していたことは全体の奉

仕者である公務員としてふさわしくない行為であり、町民の信用を著しく失墜させてしま
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い、心から町民の皆様におわび申し上げる次第であります。 
 今後このようなことが二度と起こらないよう努めてまいりますとともに、職員と一丸と

なって信頼回復に向けて努力していく所存であります。 
 以上、一連の不祥事に伴う処分にかかわる報告とさせていただきます。 
 次に、浦幌町立診療所医師交代について報告いたします。昨年４月より２年間の予定で

診療所所長として勤務していただいております紺野医師につきましては、一身上の理由に

より３月末で退職することとなりました。 
 なお、後任の医師につきましては、聖マリアンナ医科大学一般外科より佐藤医師が派遣

される予定となっております。 
 次に、地震発生時に震度発表がなされない震度発表空白区域の解消について報告いたし

ます。地震発生時に震度発表されない町村は、十勝支庁管内では本町を含め７町村あり、

全道では76市町村となっております。 
 本町には独立行政法人防災科学研究所が研究目的で設置しました強震計が役場庁舎敷地

内にありますが、気象庁の基準に対応したものでないために地震発生時に震度発表がされ

ておりませんでした。これが平成17年10月以降の予定で気象庁と接続可能な強震計に更新

されることになりました。現時点では、実際に気象庁に接続されテレビ等に震度情報が発

表される時期は未定となっておりますが、以前から町民の皆様からご要望がありましたの

で、一日も早い供用開始を望むものであります。 
 次に、除雪中における物損事故について報告いたします。２月25日午後２時50分ごろ、

葬儀のため新町謙敬寺周辺の町道の拡幅除雪中に町道幸通線の中央公民館西側で誤ってシ

ョベルローダーの後部が北海道電力柱に衝突し、電柱の地上から１メートルの位置を破損

させる物損事故を起こしました。幸い人的被害もなく、また停電を起こすようなことはあ

りませんでしたが、電柱の取りかえと共架線のＮＴＴ電線の取り外し工事など修理を要し、

費用については保険対応による手続を進めているところであります。 
 除雪作業中の事故は、昨年12月十勝管内でも死亡事故が発生しており、事故のないよう

常日ごろから運転には十分注意するよう指導してまいりましたが、電柱といえど今後この

ようなことのないよう、また冬道の交通確保のため安全な除雪作業に努め、再発防止に撤

してまいりたいと思います。 
 以上、行政報告とさせていただきます。 
〇水沢議長 これで行政報告を終わります。 
 
    ◎日程第４ 議案第３１号 
〇水沢議長 日程第４、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。 
 ここで歳出を含め、一般会計全体を通じて質疑を受けます。質疑はありませんか。 
 12番、森議員。 
〇森議員 昨年成人式のことで質問いたしました。それで、私は成人の方が11時から始ま
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って大体12時ごろ終わるので、地元の人、またほかへ出ている人が来て昼食もないで帰る

ということはどうですかと言ったら、財政の厳しい折、そういうことで、その前の年まで

立食パーティーやったけれども、やらないということで、去年はその答弁の中で十分検討

しますと言われたので、その検討した結果をお知らせ願います。今年も成人式あったので

すが、前の年と一つも変わらない様子だったので、どのような検討結果が生じているか、

その説明をお願いします。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 浦幌町の成人式につきましては、昼食会の廃止につきましては中止

をするという考えで進めております。管内的におきましても、成人式につきましては式典

のみということがふえてございます。また、開催時間につきましては、ちょうど昼どきに

なるので、検討ということでございましたが、１時間早めることにつきましても、成人者

の方が早くなりましても支障もあるし、できたら現時間でいいという意見もございました。 
 それで、今年度につきましては日本古来の茶道の体験をしていただくということで１時

間前からセットをいたしましたが、多数の新成人者が経験をしていただきましたし、アト

ラクションにつきましてもできる限り浦幌町の歴史等も紹介しながらビデオ観賞会という

ことで心に残る成人式をということで計画いたしました。 
 今後におきましては、管内的な情勢も視野に入れながら、時間的な関係も含めましてさ

らに18年度の成人式につきましては午後から開催するなど、管内的な状況も考慮しながら

検討していきたいと思います。 
〇水沢議長 12番、森議員。 
〇森議員 今のことは、ひとつ十分配慮してください。 
 続きまして、私去年センターハウスのことで契約またはその燃料と水道、電気料の費用

等は聞きました。その中で、センターハウスには灯油は町として入れていないと、全額う

らほろ亭で灯油代は負担しているという去年の議事録が、そう農水産課長から言われたの

が議事録に残っております。それで、言われたとおり、また本当かどうか確認したいです。 
〇水沢議長  答弁調整のため暫時休憩いたします。 
 

午前１０時１９分  休憩 
午前１０時２３分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 答弁願います。 
 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 失礼いたしました。 
 昨年灯油代については浦幌町で出していないという答弁をしたということでございます。

それについては、大変申しわけなく思っておりますが、訂正をさせていただきたいと思い
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ます。申しわけございません。私の勘違いで、実はセンターハウスに町として昨年は支出

で９万1,000円の予算を見ておりました。今年については850リットルで４万5,050円の歳出

の予算を計上しております。これについては、基本的に燃料代等についてはうらほろ亭さ

んで出していただくということになっておりますが、この分については一部町の施設であ

る部屋、あそこは研修室ですか、の部屋があるわけですが、そこの分の一応予算として計

上しているということでございます。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 12番、森議員。 
〇森議員 農水産課長は、去年の答弁は間違って答弁したということで受けとめていいの

ですか。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 はい、そうでございます。間違えました。申しわけございません。 
〇水沢議長 12番、森議員。 
〇森議員 そういうことであればよろしいのですけれども、そのうらほろ亭と町の持ち出

しは何対何でやっておられたのですか。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 お店に係る燃料については全額うらほろ亭さんの方で見ていただい

ているということでございまして、その他について先ほどお話ししたように灯油の分で町

の方が一部持ち出しをしているということでございます。 
〇水沢議長 12番、森議員。 
〇森議員 私の調査した中では、以前は６対４で町が４、今は７対３で町が３ということ

で聞いております。そこらは間違いないかどうか。 
〇水沢議長  暫時休憩いたします。 
 

午前１０時２７分  休憩 
午前１０時２９分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 答弁願います。 
 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 大変失礼いたしました。 
 先ほどの私の答弁を修正させていただきたいと思います。大変失礼しました。うらほろ

亭さんとの間で、町との間で協定書がございまして、それでかかる経費の負担割合につい

て協定を結んでおります。その中で灯油代については町が３割負担するということになっ

ておりまして、森議員のご指摘のとおりでございまして、その３割分を先ほど言った予算

で計上しておるということでございます。大変失礼しました。 
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〇水沢議長 12番、森議員。 
〇森議員 しっかり間違わないで答弁してもらわないと私も質問に困ります。１年間もこ

のようなことで議事録に残っているのはどういうものかと今思います。この議事録に残っ

ていなかったら私は質問しないのでありますが、それでさらに私は質問したいことは、給

油している業者に聞きますとセンターハウスで請求書は上げないでくれと、勤労者野外活

動センターの中の管理費ということで、結局ここは廃目になっているのですが、いまだそ

ういうことで科目を流用しているとか、さらに私らに議員がわかりにくくしているのか、

そこら説明願いたいと。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 きのうも岸田議員の答弁でお答えいたしましたけれども、あそこの

施設一帯を雇用能力開発機構さんから町が取得いたしまして、これから公用、公共用で使

用しなければいけないということになっております。その中で、町の条例におきましては

あの一帯をスポーツ活動施設ということで位置づけておりまして、そういう意味ではスポ

ーツ活動施設の一つの施設として管理しているという形になっております。ただ、町の内

部的にはこれまで私どもの方で所管をしながら、あそこのうらほろ亭さんの関係について

は運営してきているということで、今も引き続いて契約内容等は私どもの方で所管をして

引き続いて契約しているということでございますので、予算上の持ち方は、野外活動施設

については廃目いたしましたけれども、スポーツ活動施設の方で予算を持ちながら、内容

については私どもの方で調定の収入の伝票等は切っております。ただ、支出については予

算を教育委員会で持っておりますので、教育委員会の方の予算で支出をしているというの

が実態でございます。 
〇水沢議長 12番、森議員。 
〇森議員 だんだんわかってきたのですが、ほとんどの人がこういうことの経理をしてい

たらわからないのでないかと。私もスポーツセンターの方で請求書行っているということ

も存じております。それはどう答えるかと思って、本当に間違いない答弁をしているか、

その確認のために申し上げたのでございまして、発端は去年のこの答弁が間違っていたか

ら、こういう質問になったわけでございますが、もう少しきちっとわかりやすい経理と、

私らはセンターハウスという項目が載っていないもので、流用されているかと特に疑問を

持っているのです。そこらは今後わかりやすく計上できるのですか。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 予算上は社会体育施設の中で予算を計上してやっておりまして、内

部的な整理としては、先ほどお話ししたように歳入の調定については私の方でやっており

ます。ただ、支出の方については教育委員会サイドの方で予算持っていますので、やって

おります。 
 内訳をわかりやすくということでございますけれども、今回も説明資料の方で24ページ

になりますけれども……失礼しました。保守業務の委託料については載せております。た
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だ、細部の燃料代等については載せておりませんので、今後それが必要であればわかりや

すく説明資料の中で載せていくということはできるかと思います。 
〇水沢議長 12番、森議員。 
〇森議員 当然なことです。説明もしなければ、もう少しわかりやすく計上するとか、そ

の内容について説明が一切ないから、こういう質問するのです。今後ともわかりやすく説

明もきちっとするなり、その経理はスポーツセンターの方が、教育委員会の方が払ってい

る、いろいろそういうことをはっきり明確にしていただきたい。それはできるのでしょう

ね。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 先ほどお話ししたように、たまたま今まで私どもが所管してやって

いた関係上、今非常に議員さんにわかりづらい形になっておりますけれども、今後内部で、

今スポーツ活動施設ということで一体として管理しておりますので、教育委員会と協議い

たしまして、わかりやすい形で体制を整えていきたいなというふうに思います。これは、

私一存のことで決められるわけではないですが、内部で精査して管理を一本化してやる体

制にするのか、あるいは今までどおりやる中で説明をわかりやすくするのか、その辺含め

て検討させていただきたいと思います。 
〇水沢議長 よろしいですか。 
 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 町長交際費について少々確認をしておきたいと思います。金額的なことでは

ございません。 
 たしか議案の説明のときも香典、供花料の廃止ということで現職委員のみとすると説明

書にも書いてございます。この現職委員のみとするところのこの現職委員というのはどこ

までのことをいうのかよく理解できませんので、わかりやすいように再度ご説明お願いし

たいと思います。 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 ただいまご質問の供花料の関係につきましては、現職委員というこ

とで、町議会議員の現職の方、行政委員会の現職の方、町長、助役、収入役、教育長の現

職、法令等任命または委嘱委員の現職の方、それから町の条例等による命令または委嘱の

委員、この現職の方、この方については供花料ということでございます。あくまでも行政

職委員の現職ということです。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 次に、これ議案説明のときにお話はなかったと思うのですが、議会運営委員

会の議案説明のときにはお話がありました。このことは質問してもいいのだと思うのです

が、よろしいですよね。 
〇水沢議長 はい。 
〇杉江議員 弔電について、議会運営委員会のときの説明では弔電もこの例に倣って廃止



 11 

をしていくと、メッセージだけにするというようなご説明があったと思います。その辺に

ついての……弔辞ですね。間違いないですね。私の発言間違いないですね。そのような議

運での説明があったと思います。そのことについて本会議での説明がないのですが、その

間で話が消えたのでしょうか。予算にかかわらないので、説明がなく、施行令か何かで執

行していくということなのでしょうか、ご説明いただきたい。 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 町の慶弔規定、これは条例、規則でなく規定で定まっているもので

ございまして、当然……。この規則関係ですが、これらについて条例の方では定めてはい

ません。規定の方で定めています。 
 それで、この弔辞の関係の廃止につきましては、本年度より本町在住65年以上、80歳の

方の開拓功労表彰を取りやめるのに伴い、表彰された方あるいは表彰されない方等の取り

扱いを平等に取り扱いたく弔辞については廃止いたします。また、65歳以上の町民の方、

これらについても今まで町の方の弔辞を出しておりましたが、これらについても、本町に

長年貢献していただき感謝もしており、また長寿はまことに喜ばしいことでありますが、6

4歳以下の方々には弔辞ありませんが、この方々も貢献していただいております。そういう

関係も含めまして今回公平に取り扱いたく、あわせて事務の簡素化も図り、弔辞はごく一

部、ごく一部といいますと先ほど申し上げました現職の方、それと同じく元職の方のみの

対象にしたいと考えております。また、あわせてそれ以外の方につきましては弔辞ではな

く弔文を全員にお渡しし、弔意をあらわしたいと考えておりますので、ご理解願いたいと

思います。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 私の勘違いか、たしか議案説明のときにはこのことの説明はなかったし、予

算のこととは関係ないから、審議というか、提案がなくてもいいのか、その辺についてど

のようにお考えか伺います。 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 議案の説明資料の方の６ページの方に表彰者に対する弔辞、弔電等

を廃止するということでここに記載させておりますので、ご了承願いたいと思います。 
（「何の議案」の声あり） 

〇山田企画総務課長 17年の第１回定例会の…… 
（「表題」の声あり） 

〇山田企画総務課長 表題は、浦幌町表彰条例の一部を改正する条例の説明資料の一番最

後に記載してありますので。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 大変失礼をしました。 
 そこで、このことについて予算のときの意見としてはなかったわけですけれども、私も

知りませんでしたけれども、説明がなかったということで私もそこでは控えたのですが、
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説明資料にあるということで、そのことは大変申しわけなく思っております。 
 そこで、供花料、それから香典等の廃止、これは私もこういう財政状況ですから、理解

はします。ほかの議員さんも多分そういうことで了解はしているのだろうと思うのですが、

ただ規定が同じなのかどうか、それに倣ってということで弔電も廃止する、このようにす

るということであったとすれば、そうでなくてせめて弔辞ぐらいはやれないのかなと、財

政状況のよくない中ででもせめて町長さんの血の通った、福祉になるか町民に対する思い

としてそれぐらいはやれないのかなという思いをいたしております。どうでしょう。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 長年浦幌町のまちづくりに貢献いただいた方に対するその思いというものを

どのような形であらわしていくのかということの一つだろうと考えております。そんな中

で、この関係につきましても管内の状況、また弔辞だけと言いますけれども、つくるには

土日に関係なく職員が出てきてつくらなければならないと。また、これをつくるためには

地元の遺族といいますか、その係の人たちのとの連絡を頻繁にとりながらその弔辞をつく

っていかなければならないというもので、労力としては非常に大きなものがございます。

それから、そんな中で今職員が退職者不補充という形をとっておりますので、年々職員が

減っているという形の中での労力を考え、それと比較するわけではありませんが、一応つ

くるための労力というのは非常に大きなものがあるということを申し上げたいと思います。 
 そういう中で、弔辞に対する考え方ですけれども、今まで65歳以上という形で行ってお

ります。では、64歳、数カ月違って、また１年違いの場合は町に貢献していなかったのか

という声も聞かれております。また、いろんな形の中で悲惨な交通事故等によって亡くな

られる方もおります。そういう方たちに対する弔意はどうなのだろうとか、いろんな声も

あります。それらを考え合わせながらいったときに、その開拓功労者の関係も今回廃止い

たしますので、これもあわせて弔辞については廃止をさせていただきましょうということ

で提案しているものでございます。これ既に一部改正という中で説明資料という中に載っ

ておりますけれども、そういうことで今後進めさせていただきたいと思っておりますので、

ひとつご理解をいただきたいと思います。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 私も町長の説明されるのはわかるのです。ただ、では64歳の人はどうだった

のだという、そういう論議になりますと、88歳のお祝いの人は87歳で亡くなった人どうな

るのだという論議と同じですから、そんなことは言ってもしようがないのです。99歳でお

祝いする、100歳でお祝いする、では１歳前で亡くなった人どうなるのだということになり

ます。ですから、そういうことではなくて、それほどまでに冷たいというか、情のない行

政でいいのかなと、住民サービス低下させない、あるいは逆にこういう厳しい時代だから、

その辺の対応をしていけないのかなという思いがするわけです。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 本来的に弔意をあらわすという意味では、町民として亡くなられた方には全
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員についてというのが本来の意味であろうと思っております。その65歳で区切る意味がど

うなのかということも考え合わせていかなければならない基準ではないかなと、こういう

ふうに考えています。それらも考え合わせていったときに今回、いろんなご意見もあろう

かと思いますけれども、諸般のことも考え合わせた中でこの点についてご理解をいただき

たいと。ただ、弔辞、弔電がないから、町からの弔辞また香典がないから、町が弔意をあ

らわさないとか、行かないとかということではないということだけはご理解いただきたい

と思います。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 町長言われるように、さっきからも言うようによくわかります。私もその65

歳がどうか、64歳がどうか、そのことについてはまた別の論議として、こういう私の思い

は多分たくさんの町民の思いでもあろうかと思っていますから、今このことの審議終わっ

たすぐ後でこういうことで考え直してくださいというのはこれ酷な話ですけれども、考え

直せばまた同僚議員から町長は方針が定まっていないぞと、こういう意見になるかもしれ

ません。しかし、今後に向けて十分配慮いただきたいなということで終わらせていただき

たいと思います。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 総括という中で、さきにも申し上げましたとおり、しつこいようですけれど

も、農水課長に、また町長にお願いを申し上げたいなと思うのですけれども、17年度の畜

産価格について、先般申し上げましたように環境リサイクルの畜環リース事業の関係で政

府の方で122億決定したというようなことで、当地域においてもそれぞれ大変この問題につ

いては危惧しているところもございますので、そんな中で全国8,800戸未整備農家ある中で

おおよそ3,000から3,500くらいの農家の方が意欲を持ってその整備をしたいというような

ことで122億の予算がついたわけですけれども、この畜環リース事業に対する122億、国５

割補助というような中で、それから踏まえると2,440戸の方が大体1,000万の規模でやれば

そのぐらいの件数が整備されるのかなというような感じはいたしますけれども、どうかこ

のことについて、この間も政務活動の中で何とか早く分捕っていただきたいなというよう

なことでお願いを申し上げましたけれども、そのことについて決まった以上足を運ばなけ

ればならない、政務活動の中でちょうだいしなければいけないということもございますの

で、その辺の強い意思をお聞かせいただけて政務活動されたらありがたいなというふうに

思います。 
 また、次町長にお伺いしたいのですけれども、それぞれきのうも全体の中で財政立て直

しについての改革案についての行革大綱を早く示してくれというふうなことで申し上げま

したけれども、合併時においてそれぞれ町民にそれぞれ町長初め担当の職員が一緒になっ

て町民に対して財政シミュレーションを示したのだが、それと17年度の予算の中にかなり

の開きがあると見てございますけれども、その考え方がどこで変わったのかひとつお聞か

せいただきたいなと。また、財政シミュレーションについては町民にも全部こういうよう
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な計画だということで示してしまったのですから、あれは今後の自立のための参考資料的

なシミュレーションだったのか、その辺の考え方もお聞かせいただきたいということでお

伺いしたいのですけれども。 
 それから、手数料並びに使用料、公共料金の改正に当たって、それはもうそれぞれ50％

というような中でシミュレーションを立てていたわけですけれども、それが25％、30％に

なったということは、これは町民にとって大変喜ばしいことではあろうかと思いますけれ

ども、そんな中でシミュレーションの中で立てた特別会計に対する繰出金もそのシミュレ

ーションよりかなり多くなっているように思われますけれども、それについて今後町長、

そういう財政の組み方が歳入の欠陥に陥っていくというような落とし穴にならないのかど

うか、その辺の考え方もお聞かせいただきたいなというふうに思います。合併したときの

場合についても敬老祝金等は廃止するというような中だったのだけれども、そういう文面

ではこうやって敬老祝金等も予算に組んだということは、これは合併するよりも自立した

方がよかったのかというような暗にとられるような気配が町民から声として出てくるので

ないかなというふうな気もするのです。そんな中では、全体的に町民の負担が合併したと

きにどこでどういうふうに重くなって、どこでどういうふうに軽いのか重いのかわからな

くなってしまうというような状況が見受けられるということになれば、果たしてこの自立

と合併に対しての自主シミュレーションというのは一体何だったのかということになれば、

これ今の状況からいけば何合併、合併って騒いで、自立がよかったのでないかなんていう

ようなことになって、また先ほど申し上げましたように財政的な歳入欠陥がこれから自立

していくという中で何か大盤振る舞いをするような形ではどうなのかなというような考え

方もしますので、その辺の考え方を聞かせてもらいたいと思います。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 田村議員の質問にお答えをさせていただきたいと思います。 
 先段の畜環リースの関係含めた内容のものでありますけれども、以前からもこのことに

ついては政務活動の中でということでお答えをしてきた中であります。今回上浦幌地区で

予定をされておりますけれども、またさらに今後の未整備部分が浦幌町は非常におくれて

いたと、取り組みもおくれていたということもございますので、現状を考えるとやはりこ

れについてはさらに精力的に政務活動を続けていかなければならないというふうに考えて

おりますので、ひとつご理解をいただきたいと思います。 
 それから、財政シミュレーションの関係でありますけれども、昨年の合併、自立という

シミュレーションをつくる時期の交付税の考え方というものについて少し述べさせていた

だきたいと思いますけれども、当時の交付税は非常に厳しい、17年、18年にとっては非常

に厳しい交付税というものが示されておりました。自立推計の中でも17年は９％の削減と

いうことで見ていた次第であります。それらを考えて積算していくと、どうしても下水道

料金なんかについては前倒しをして料金の値上げをしていかなければならないと、繰出金

についても極力抑えなければならないという形の中での財政シミュレーションということ
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でございました。その後にこの交付税の考え方というものは変わってきているということ

であります。 
 今回交付税については、臨財債も入れて約６％という形で見ております。この３％の違

いというのは、約9,000万の違いがあります。本当はその厳しいままの賦課をいたしますと

町民に対してより多くのというか、財政上以上の賦課をしてしまうということになります。

今17年６％と見ているものですから、その中で最大限町民の負担を抑えられるもの、そし

て今後の今発表されている交付税の動向について次年度以降もシミュレーションしながら

それで耐えられるものという形の中で極力抑えていくと、町民の負担を抑えていくという

形をとらさせていただいたのが今回のものであります。前にもお話ししているように、こ

の財政シミュレーションというのは制度審議会等に諮って決めていったものでありません

ということで、これを実施していく段階には財政状況も見ながら審議会に諮って決定して

いかなければならないということで、今回交付税の動向が大体示されておりますので、そ

れに基づいて審議会に諮り審議をしていただいたという内容のものでございます。そうい

う形で、この７月になって実際にその交付税がどのように配分されるのかということで非

常に心配される面はあるわけでありますけれども、当初自立財政シミュレーションをつく

ったとき以上には、特別交付税なんかもそうですけれども、16年度においても見方が少し

特別交付税なんかについては好転したというふうにとれるのかなと、こういうふうに思っ

ております。それらをやはりこの自立の中でのシミュレーションに反映して少しでも町民

の負担というものを抑えられるのであればと、同じ値上げするのであってもそういうふう

に考えながら行っているところでございます。 
 それから、敬老祝金の関係も出ておりますけれども、すべてを一律カット、一律廃止で

はなくて、それぞれの福祉政策では福祉政策の中でやはりめり張りをつけて、ここの部分

はここまでで何とかこの部分は残していきたいとか、またこの部分については削っていか

なければならないとか、そういうことを全体的に見ながら今回めり張りのあるといいます

か、少しでも老人の方にも、すべてを廃止するのではなくて、その一部でも残しながらや

はり少しは希望を持っていただかなければということも考えながら、めり張りのあるとい

いますか、そういう形で17年度予算ということで反映させていただいた内容であります。 
 敬老祝金については、自立推計の中で17年度から廃止でしたか、18年度からでしたか、

もし間違っていたら訂正させていただきますけれども、多分18年度から廃止という予定で

はなかったかなと思います。それを17年度の分を88歳、100歳とすると四、五年もつと、1

7年度分を延ばしていけば四、五年もつと、そういう計算をさせていただいて、88歳、100

歳であれば今の現計予算の中でも四、五年はもちますと、そうすると、そこまでは廃止し

ないでいけると。そうすると、大体今の考えている財政がよくなる時期にぶつかっていく

と、そこまで我慢していく中でこの敬老祝金についてはこのような形をとりたいというこ

とを考えながら、推計をしながら17年度予算に取り組んでいったという内容でありますの

で、ひとつご理解をいただきたいなと、このように考えております。 
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 合併したときよりも自立した方が楽だったのではないかとかというあれでありますけれ

ども、今の状況でもし合併というものを再度組み直す、もし合併したとして再度組み直す

とすれば同じように交付税の動向なんかも加味していきますから、合併についても自立に

ついてもシミュレーションをしたのは一定の条件、つまり交付税の動向がそのときで考え

られる動向で交付税を考えている中からシミュレーションしたというものであります。現

時点でシミュレーションするとすると、合併についてもやはり交付税の動向を考えながら

シミュレーションし直さなければならない状況にあるということであります。ですから、

その点をひとつご理解をいただきたいなと思います。決して自立になったから楽になった

ということではなくて、多分合併を今取り組むとしたら、合併のシミュレーションをすれ

ば、また交付税の動向等を考えるとやはり見直ししながらのシミュレーションになるとい

うことであります。これは、私ども依存財源に頼るところが多いものですから、交付税の

動向、道支出金、補助金の関係で非常に大きな影響受けるということで、常に見直しはし

ていかなければならないと、このように考えております。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 町長の思われることはわかるのですけれども、例えばこれが16年の特別交付

税が予想より7,000万ほど多く入ってきたからというようなその見通しについて、甘い見通

しをいつまでも味わっていると、また歳入についても時代的にこれから浦幌町の財政の厳

しいのがピークに来るのが18、19年といえども、それを見通した中では今からもう少し、

いたずらに立てたシミュレーションでなかったらもう少し慎重に考えながらふんどしのひ

もを締め直してかかっていった方が、これが自立していく中で歳入の欠陥を生じたときに、

また今と同じ轍を踏まなければならないというようなことを考えられるので、その辺は十

分心してやっていただきたいなというふうに思いますけれども、その考え方の決意のほど

を聞かせていただきたいなというふうに思います。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 おっしゃるとおりだと思います。決して今の中で今交付税が少し緩められた

から、また特別交付税で措置されるのあったからといって気を緩めることはできないと思

っておりますし、将来的な厳しさというものは決して楽観できるものではないと思ってお

ります。また、17年、18年の交付税については示されておりますけれども、19年について

は以前に言って発表になっておりました交付税の厳しさというものを19年度以降に繰り延

べしたというだけであって、19年度以降がどのような形で措置されるのかということは非

常に心配される内容のものであります。それらを踏まえると決して気を緩めることなく、

ご指摘のようなことで取り組んでいきたいなと、このように考えております。 
〇水沢議長 ９番、高橋議員。 
〇高橋議員 一昨日質問いたしました浦幌町高齢者活動センターの関係でございますけれ

ども、私が質問した後に同僚の差間議員の方で質問した中で出てきた中で確認をさせてい

ただきますと、累積債務の関係、委託生産方式で昭和57年から平成12年、19年間ここの累
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積債務が2,600万、約2,700万近くあったという確認を得ております。さらに、組合生産方

式といたしまして、ちょうど平成13年度から15年度の形ですから、村瀬政昭町長の時代で

すね、この３年間で2,000万何がしの対応された中を踏まえて、大体4,400万の町貸付金と

いうのが発生したという状況を確認しながら、この間の説明の中で平成16年度中に、返済

計画を持ってこの３月中にお見えになるという話も含めて、私はきのうから出ていました

ように町民の平等性という、そういう中で発生する中身でございますけれども、各貸付金

関係も含めて回収に努力を願うようにこの中でお願いをしていきたいと思います。その件

について、町長はどうお考えかお聞きしたいと思います。町長にしてもらえますか。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 商工事業共同組合のことにかかわることというふうにとらえております。ま

た、各貸付金ということはそれ以上にそのほかにもまだあるわけでありますから、そうい

うことを考えていくと、４月１日に貸し付けて３月31日に回収ということになっていると

いうことでありますけれども、やはりそれぞれの貸付先と協議をさせていただきながら年

次計画をもって返済いただけるものはそのような形をとっていきたいと考えておりますし、

また介護保険とかの適用によりまして運転資金という形で貸しているものもございます。

また、一部返済になっているものもございます。それぞれの事情があってお貸ししている

ものもあるわけですから、それぞれの事情に合わせて協議をさせていただきたいなと考え

ております。この商工事業協同組合の関係につきましても、先日農水商工課長からもお話

ししておりますように今組合の役員と協議中であるということでありますので、ご理解を

いただきたいと思います。 
〇水沢議長 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 先ほどの杉江議員のことに若干関連するかなと思うのですけれども、実はこ

の会議中に私どもの地区でも同じような議論がありました。正直なところ弔文って何だろ

うという疑問がありました。今まで弔辞というとやっぱり年齢的なこともあって大体その

説明させていただいたのですけれども、電文の絡みなのかなというぐらいに私思ってはい

るのですけれども、現実にやはり肝心なものがない。精神的なものでいいますとやはり何

らかの形で町長が地区の人たち、そういう人たちの中で顔をお見せになって弔辞など述べ

ていただくものが私は筋なのではないかという感じいたしますのですけれども、その中で

弔文だけ、はい、どうぞと言われてもどうしたらいいのだろう、どのようにこれ対処した

らいいのだろうという戸惑いが恐らくそういう方の中で僕はあるのでないかなと思います。

それで、財政的なことはもちろん私もわかります。でも、それを補う気持ちの問題の中で

やはり私は今、文章どうのこうのではないのですけれども、やっぱりそういうものが必要

ではないかと思うので、その辺をちょっとお聞かせをいただきたいなと思います。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 杉江議員にお答えした内容と全く同じ内容になるわけでありますけれども、

管内の状況を十分調査させていただきました。大きな町はもちろんですけれども、弔辞は
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ありません。数が多いわけですから。小さな町、浦幌町とかそういう小さな町については

残っているところがございます。そういうことも踏まえながら検討をさせていただきまし

た。また、私どもも今、私も新人の町長でありますから、それぞれの町の町長同士の中で

もいろんな話をさせていただきます中でも弔辞についてはどうなのかと、それからまたそ

れぞれの各種団体に対する負担金はどうなのかとか、いろんな参考になるお話を聞かさせ

ていただいているところでもございます。 
 そういう中で考えていく中で、決して弔意をあらわさないということではありません。

弔辞、その弔意をあらわす方法として弔旗をもってあらわし、弔旗を立てると。香典、供

花を廃止して弔旗というところも結構あります。それらも私たちも検討しながら、どうい

う方法がいいのかということも検討させていただいたところでございますけれども、弔意

をあらわすのは亡くなられた方全員に対してあらわすのが筋であろうというふうにも考え

ております。そういう中で、今回65歳と区切るのかどうかということも含めた中で考えさ

せていただいて、今回廃止ということで提案をしたところでございます。 
 弔文というのは、今おっしゃったように弔電と同じような形で弔意をあらわす言葉をお

渡しするということでございます。弔辞がないから、私が全く顔出さないとか出すとかと

いうことではなくて、その扱いについては今まで同様というふうに考えております。 
〇水沢議長 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 今最後に町長がおっしゃられた私は顔出さないと、職員が顔出さないという

ことではないということで、ひとまず安心しました。そういう中で財政的にということだ

けで町民に単にそのことだけが認識されるのではなくて、やはり私は今の状況の中では町

長が言われております協働だ、協働だと言っておられる言葉が空振りに終わったりするよ

うな気持ちがします。ということは、そういう状況の中でなければやはり行動で示さなけ

ればいけないのではないかというふうに思います。それでなければ、単に財政的なことで

町民に負担だけを押しつけて、協働の名のもとに押しつけるのではないかという懸念があ

ります。その中で、そういう意味をできれば各行動で、それから姿勢であらわすというこ

とを心がけていただければやはり住民の方にも僕は納得していただけるのではないかと思

いますので、その点について今後どのようにやっていただけるのかもう少し具体的にお聞

かせください。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 ご指摘のように、姿勢であらわすということは大事なことであるというふう

に考えております。町民にこの厳しい財政状況を乗り切るためのご理解をいただくために

はそのように考えているところであります。しかし、それとまたこの弔辞一本に限ってど

うなのかということもございます。それらを考え合わせた中で、今回廃止をさせていただ

きたいということで提案をしていることでございます。 
 先ほどもお話ししましたように、余分なことではございますけれども、この亡くなった

と、弔辞が必要なのかどうかということから含めても庁舎内での検討になります。担当者
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の検討になります。すぐ出てきて弔辞を作成、必要であれば作成となります。地元の遺族

の方と連絡をとりながら、その経歴とかそういうことの調査に入ると。しかし、すぐには

出てこないということがありますから、場合によっては夜中まで職員が対応しなければな

らないと。それは土日に関係ありません。そういう場合もあります。私どもも電話が本当

に夜遅くに職員からかかってくることもございます。そういうことを考え合わせるとやは

り今回、そして職員が不補充という中で職員が減っているということで、今後また事務量

がふえるのではないかということが非常に心配されるわけであります。そういうことを考

えていくとやはりこの辺については皆さんのご理解をいただかなければならないと、こん

なふうに考えております。 
〇水沢議長 13番、岸田議員。 
〇岸田議員 国民年金の事務費のことでお尋ねします。 
 これ48ページの方に17万5,000円が計上されております。前年度と比較して５万6,000円

の減、そして16年度においても５万円の減ということで、この事務費が年々減少してきて

おります。 
 そこで、かつて町の方でこの国民年金の扱いをかなりの分野にわたって行っていたので

すけれども、それが厚生労働省、社会保険庁の方でこうした事務を直接行うようになりま

して、いわゆる委任事務がなくなっていったということだと思うのですけれども、こうい

うふうにこの事務費が減少されているということはこれまで町で扱っていた国民年金に対

する業務内容もそれなりに変化をしてきているというふうに考えられるわけなのですけれ

ども、こうした事務費が減少することによって町として扱っている国民年金なら国民年金

なりの業務内容がどのように変化をしてきているのか、また今後においてどのようにこの

扱いがなろうとしているのか、その辺についてお願いします。 
〇水沢議長 住民課長。 
〇藤川住民課長 事務費の減の関係でございますが、主な用途といたしまして啓蒙用のパ

ンフレットとか、届け用紙の印刷代とかの関係で、それから十勝管内の研修旅費等の関係

で主に減になっております。それで、その減の補うものといたしまして極力広報紙を使用

するとかしてございます。それから、従来徴収事務が町村にございました関係でも、それ

は去年、おととしではございませんが、従来と比べまして減になっているのが現実でござ

います。将来のことにつきましては、まだ私どもの方に確定的なことは何も入ってござい

ません。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 13番、岸田議員。 
〇岸田議員 今課長が説明されたのも一つの減の原因になっているなということはわかり

ました。私のお聞きしたいのは、その業務内容が、いわゆる今まで地方でもって行ってい

たそうした国民年金に対する対応について、今度社会保険庁の方が直接対応するようにな

っていったということは私も知っているのですけれども、そのことによって年金窓口業務
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に対する町民との相談に対するそうした業務内容がだんだん、今まではここまでは町民の

方にいろいろとアドバイスをしたり、サービスをしてあげることができたけれども、だん

だん社会保険庁が直接その業務を扱うことによって今までどおりのことは残念ながらして

あげることができなくなったのだよと、そういうのも含めて変化してきているのでないの

かなと。それがいずれこの窓口業務の町民に対する、言葉変えるとサービスの低下という

方につながっていっているのではないかなということをお聞きしたいのです。 
〇水沢議長 住民課長。 
〇藤川住民課長 窓口の対応に関しましては、以前と極力変わらない対応をさせていただ

いているつもりでございます。それと、社会保険庁に移行されました関係で年金の免除申

請等の関係につきましては、徴収嘱託員というのかどうか名前はちょっと忘れましたけれ

ども、徴収と免除の事務を一括扱っている方が社会保険事務所の方から特別地域として浦

幌町も指定されておりまして、現在１名の方がそれぞれ巡回して徴収、それから免除の取

り扱いをしていただいている現状がございますので、私どもの認識としましては極力自分

の窓口の業務は変わらない対応をさせていただいていると思っております。 
〇水沢議長 11番、松井議員。 
〇松井議員 この予算書の全体を通じて、実はどこで質問したらいいか迷ったのですけれ

ども、予算書の全体について、歳出の部分ですね、節の部分で役務費の手数料の中に、説

明の中では私の業界にも関係するところでリサイクル料という扱いがあるのです。この中

に、手数料の中にリサイクル料というのを入れているのですけれども、国からの指導では

リサイクル券というのは金銭財産であるので、その扱いは財産という扱いをしなさいとい

う指導があるのです。公の予算と民間の財政の立て方というのは違うところがあるのでし

ょうけれども、消費税の関係もあったというふうなことで、振り分けの形が手数料という

ことになると経費という見方になってしまいますから、実はリサイクルの中にも経費で落

としなさいという部分あるのです。これリサイクル券５項目あるのですけれども、その中

の資金管理センター手数料というか、そういうところの部分は経費として落としなさいと

いう指導があるのですけれども、この振り分けについては国あるいは道からの指導という

のがなかったかどうか、まずお尋ねしたいと思います。 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 自動車のリサイクル法の関係の手数料の関係でございますが、これ

については17年度の予算作成時の指導法には載っておりません。それで、私どもほかの町

村等々とこの取り扱いについてどのように扱うかということでいろいろと協議させていた

だいております。それで、最終的にはリサイクルの最終処理に係る費用ということなもの

ですから、あくまでも手数料というふうに記載させていただいていますし、ほかの町村も

そのように取り扱わさせていただいているというのが現状です。ただ、来年度、再来年度

以降、また予算書のつくり方等々が出てくると思います。その中ではどのような扱いにな

るかということについてはまだ明確ではないのですが、現段階については手数料というこ
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とで扱っております。 
〇水沢議長 11番、松井議員。 
〇松井議員 私も聞いた中では町村によってこの扱いちょっと苦慮しているということで、

改めてリサイクル券のほかに領収書を発行してくれないかという請求を出している町村も

聞いているのです。そんなことで、結局大きな金額、年間せいぜい100万ぐらいかなと、町

の方ででもですね。ということで、大きな金額にはならないけれども、先日の説明の中で

消費税云々ということで税務署の方から指摘されるという可能性もあるなと、あるいは何

か振り分けてそれは違いますよという指摘されることが今後出てくるのであれば今わかっ

ている範囲で、わかっていて何も言わなかったのかというのもあれですから、ちょっとお

話をしておきたいなということで指摘をさせていただいたということなのですけれども。 
〇水沢議長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑がないようですので、これで一般会計の質疑を打ち切らさせていただき

ます。 
 次に、議案第31号 平成17年度浦幌町一般会計予算に対する討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 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。 
 お諮りいたします。議案第31号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） 
〇水沢議長 起立多数であります。 
 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５ 議案第３２号 
〇水沢議長 日程第５、議案第32号 平成17年度浦幌町町有林野特別会計予算を議題とい

たします。 
 提案説明を求めます。 
 管財水道課長。 
〇中川管財水道課長 議案第32号 平成17年度浦幌町町有林野特別会計予算。 
 平成17年度浦幌町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7,682万9,000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17年３月７日提出、浦幌町長。 
 第１表は省略させていただきます。 
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 この会計につきましては、町有林3,873ヘクタールの管理、造成をするための特別会計で

ございます。 
 それで、６ページをお開きいただきたいと思います。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2,889万8,000円、これにつきましては、減の主なものは

昨年度、平成15年の台風によります復旧造林といいまして、その倒れた分を切って再度造

林をし直した面積が37ヘクタールございましたが、それが今年度はないということで減少

をしております。面積の減でございます。 
 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額２万円。 
 ２項財産売払収入、１目不動産売払代2,751万円、これは立木売り払いでございまして、

説明資料に載っておりますが、前年に比べまして売り払い立木の面積及び材積の減という

ことで1,300万ほど減になっております。 
 ２目素材売払代217万8,000円、これにつきましても間伐材売払代の面積減による178万5,

000円の減でございます。 
 ３款１項繰入金、１目基金繰入金1,321万円、２目一般会計繰入金５万円。 
 ４款１項１目繰越金484万3,000円、前年度繰越金でございます。 
 ５款諸収入、１項雑入、１目利子収入２万円、２目雑入10万円。 
 続きまして、歳出にいかせていただきます。１款１項１目財産管理費、本年度予算額1,

167万9,000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

なものは、役務費の森林共済保険料の減でございまして、前年に比べまして面積の減、こ

れは造林新植の分が減ったということで減になっております。それから、役務費につきま

しては今その森林共済保険料が前年は48.62ヘクタールでございましたが、今年度は32.08

ヘクタールということで、掛け率も前年は80％を掛けておりましたが、今年度は70％に率

を下げたということで減になっております。それから、消費税につきましては前年度はゼ

ロでございましたが、今年度につきましては平成15年度の売り上げが６億3,000万ありまし

たので、90万8,000円の消費税を見込んでおります。 
（「単位違わないか」の声あり） 

〇中川管財水道課長 済みません。6,300万円の売り上げがございましたので、この分消費

税がかかるということでございます。 
 ２款１項財産造成費、１目造林費、本年度予算額4,597万2,000円、これの主な減の要因

は工事請負費と原材料費でございます。これは、事業量の減でございます。工事請負費、

それから原材料費、委託料につきましては、説明資料のとおりでございます。 
 ３款１項公債費、１目元金1,500万1,000円、２目利子412万7,000円。 
 10ページ、４款１項１目予備費、本年度予算額５万円。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 質疑ありませんか。 
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 15番、山田議員。 
〇山田議員 町有林野会計についてでありますけれども、今言われております財政難とい

うことで、昨年は4,000万ほどの売り上げを見てございます。これだけ財政厳しい中で住民

負担を求めている中では、自主財源の確保も必要だという観点から、やはり私たちも聞い

ております山林造成については、造成する時点では住民の税金ももらわないでできるのだ

というような考えから造成をされてきたということも考え合わせまして、伐期に至ってい

ない、伐期に至らないと売却をしないということは適当だとは思いますけれども、大変厳

しい財政の中では伐期の前倒しをして自主財源を確保するということも今後考えていかな

ければならないというふうに考えますけれども、その基本的な考え方をお聞かせ願いたい

と思います。 
〇水沢議長 管財水道課長。 
〇中川管財水道課長 非常に財政が厳しい中で伐期の前倒しということについても考える

時期が来ているのかなというふうには思いますが、今の現状で私たちの方でも町民の財産

である立木についてはやっぱり一番効率のいいというか、時期的にも値段の高いときとか、

売るにしても林齢のいいときに採算がとれるような形で販売していくのが一番いいのでは

ないかと。それで、今の私どもの町有林の施業計画の中ではカラマツについては伐期40年

が一番適当だろうということでずっとやってきていますし、今後もそういう中で基本的に

は進めていきたいというふうには考えていますが、今後についてはそういう時期が来た段

階でまた検討させていただくということで、現状においては40年伐期で進んでいきたいと

いうふうに考えております。 
〇水沢議長 15番、山田議員。 
〇山田議員 今課長の方からそれも検討の必要があるという答弁も中にくるまさっていた

と思います。いずれにしましても、来年はまた税の増額も予定されているのが実際でござ

います。あわせまして19年度以降の交付税についても先ほどの町長のお話にありますよう

に全く予想がつかないという現状にある中では、今からそれらに対応する山林の伐期前倒

しも今から検討する必要はあると思いますが、町長の答弁があればお願いできればと。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 ご指摘のように自主財源の確保というものは大切なことだと考えております。

伐期が来たものについてはできるだけ前倒ししてという考えのもとで16年もそういう考え

のもとでやっているわけですけれども、やはり林齢による価値というものもあるわけです

から、それらも加味しながらやはり一番といいますか、適伐期といいますか、そういうも

のを考えながら進めていきたいなと思っております。今課長のお答えのとおりであります

ので、ひとつご理解いただきたいと思います。 
〇水沢議長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切らさせていただきます。 
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 討論はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 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。 
 お諮りいたします。議案第32号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） 
〇水沢議長 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６ 議案第３３号 
〇水沢議長 日程第６、議案第33号 平成17年度浦幌町模範牧場特別会計予算を議題とい

たします。 
 提案説明を求めます。 
 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 議案第33号 平成17年度浦幌町模範牧場特別会計予算。 
 平成17年度浦幌町模範牧場特別会計の予算は、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１億753万9,000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17年３月７日提出、浦幌町長。 
 第１表の歳入歳出予算は説明を省略します。 
 ６ページから説明します。この特別会計につきましては、共同利用模範牧場における乳

用牛の預託にかかわる経費及び放牧地、採草地の維持管理にかかわる経費等を計上してお

ります。 
 まず、６ページの歳入、１款使用料及び手数料、１項使用料、１目牧場使用料、牧場使

用料につきましては、夏期の入牧料、冬期の舎飼料、そして哺育育成料ということでござ

いまして、この内訳につきましては説明資料の29ページに書いておりますので、ご参照い

ただきたいと思います。本年度予算額１億381万6,000円でございます。 
 ２款使用料及び手数料、２項手数料、１目捕縛手数料、捕縛手数料につきましては、人

工授精にかかわるときの捕縛料と入退牧にかかわる捕縛料がございます。内容につきまし

ては、説明資料の29ページに記載しておりますので、ご参照願います。 
 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額１万円、これは

牧場会計の基金の利子でございます。 
 ３款１項１目繰越金、本年度予算額100万円、前年度繰越金でございます。 
 ４款諸収入、１項１目雑入、本年度予算額91万3,000円、雑入につきましては入牧におけ
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る駆虫剤、虫下し等の薬代を受益者さんからいただくものでございます。 
 一般会計の繰入金につきましては、廃目整理でございます。 
 次に、８ページ、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,

034万1,000円、この科目につきましては牧場長の人件費及び事務所経費並びに各団体の負

担金が主なものでございます。この中で説明は、７節の賃金につきましては事務職員１名

の賃金でございます。あと28節の繰出金590万2,000円、繰出金につきましては牧場会計か

ら一般会計への繰出金でございます。 
 次に、２款施設費、１項１目施設管理費、本年度予算額8,714万8,000円、この科目につ

きましては乳用牛の預託にかかわる経費、あと採草地の維持管理費等の経費でございます。

２節の給料につきましては、牧夫５名の給料でございます。次に、10ページ、７節の賃金

につきましては哺育管理に伴う人夫賃が２名分、それと牧場の収穫時に雇います３名分で

ございます。その他修繕料、機械借上料、土地使用料、施設借上料につきましては、説明

資料30ページに記載しておりますので、ご参照をいただきたいと思います。 
 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。 
 以上で説明を終わります。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 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１１時５２分  休憩 
午後 １時００分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 模範牧場特別会計予算説明が終わっておりますので、質疑を受けます。 
 質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切らさせていただきます。 
 これより議案第33号を採決いたします。 
 お諮りいたします。議案第33号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） 
〇水沢議長 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。 
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    ◎日程第７ 議案第３４号 
〇水沢議長 日程第７、議案第34号 平成17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。 
 提案説明を求めます。 
 住民課長。 
〇藤川住民課長 議案第34号 平成17年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算。 
 平成17年度浦幌町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７億9,639万8,000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17年３月７日提出、浦幌町長。 
 本会計につきましては、加入約1,400世帯、被保険者数約3,600人の医療費関係の収支を

処理する会計でございます。 
 第１表は省略させていただきまして、６ページをお開き願います。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２億6,853万円、２目退職被保険者等国民健

康保険税2,080万2,000円。 
 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２億2,050万4,000円、この

減の要因でございますが、療養給付費並びに老人保健医療費拠出金の減に伴う減でござい

ます。 
 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、同じですね。失礼しました。２目高額医療費共同事

業負担金657万円。 
 ２項国庫補助金、１目財政調整交付金4,500万円。 
 ３款１項１目療養給付費等交付金6,918万4,000円。 
 ４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657万円。 
 ２項道補助金、１目財政調整交付金2,949万9,000円、この増につきましては三位一体改

革の税源移譲によるもので、32ページの資料に掲載しておりますので、参照願いたいと思

います。 
 ２目財政健全化対策費補助金100万円。 
 ５款１項共同事業交付金、１目高額医療費共同事業交付金1,800万円。 
 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金１億547万2,000円、これにつきま

しても説明資料32ページをご参照願います。 
 次の基金繰入金につきましては、廃目整理をさせていただきます。 
 ７款１項１目繰越金500万円、これにつきましては見込み減による減でございます。 
 ８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10万円、２目退職被

保険者等延滞金1,000円、３目一般被保険者加算金1,000円、４目退職被保険者等加算金1,
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000円、５目過料1,000円。 
 ２項１目預金利子１万円。 
 ３項雑入、１目一般被保険者第三者納付金10万円、２目退職被保険者等第三者納付金５

万円、３目一般被保険者返納金1,000円、４目退職被保険者等返納金1,000円、５目雑入1,

000円。 
 次の基金運用収入につきましては、廃目整理とさせていただきます。 
 続きまして、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費2,337万円、この減に

つきましては人件費でございます。 
 ２目連合会負担金31万5,000円。 
 ２項徴税費、１目賦課徴収費42万6,000円。 
 ３項運営協議会費、１目運営協議会費20万4,000円。 
 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３億8,400万円。なお、こ

の以下５款までにつきましては実績に基づく推計見込みを計上してございます。 
 ２目退職被保険者等療養給付費6,720万円、３目一般被保険者療養費210万円、４目退職

被保険者等療養費54万円、５目審査支払手数料142万2,000円。 
 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費4,560万円、２目退職被保険者等高額療養

費720万円。 
 ３項移送費、１目一般被保険者移送費５万円、２目退職被保険者等移送費３万円。 
 ４項１目出産育児一時金450万円。 
 ５項葬祭諸費、１目葬祭給付費60万円。 
 次、３款１項老人保健拠出金、１目老人保健医療費拠出金１億7,290万8,000円、２目老

人保健事務費拠出金266万9,000円。 
 ４款１項１目介護納付金5,324万円。 
 ５款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１目高額医療費拠出金2,628万円、２目共同

事業事務費拠出金1,000円、３目その他共同事業拠出金1,000円。 
 ６款１項保健事業費、１目保健衛生普及費、この科目につきましては総合健診等の科目

でございます。予算額249万2,000円。 
 ７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20万円、２

目退職被保険者等保険税還付金５万円、３目償還金50万円。 
 ８款１項１目予備費50万円。 
 次の公債費、利子につきましては、廃目整理にさせていただきます。 
 次の基金積立金も廃目整理にさせていただきます。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑ありませんか。 
 14番、島田議員。 
〇島田議員 ちょっと何点か伺います。 
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 一つは、ちょっとこれ数字的には別にして、税法の改正といいますか、今国会で審議さ

れている定率減税の関係ですが、これが廃止された場合国保税にはどのような影響が税に

関してかかわってくるのだろうか、ちょっと教えてください。具体的な数字はいいです。 
〇水沢議長 税務課長。 
〇山崎税務課長 定率減税につきましては、所得税並びに住民税に対する定率特別減税で

ありますので、国保税については影響はないかと思います。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 影響はないというか、所得税にかかわるのですから、国保税あるいは介護保

険料にもかぶってくるのではないのだろうか。 
〇水沢議長 税務課長。 
〇山崎税務課長 住民税、所得税と両方を区分してちょっと説明させていただきますと、

基礎控除額等々が基準が違いますので、現在の質問に対しては住民税というふうに仮定し

てお答えさせていただきます。住民税につきましては、収入から経費を除いて、それから1

5ほどの基礎控除があります。それに基づいて標準税額が出されて、それから特別減税が控

除されると。税額が出てから控除されると。それから、国保税の算定に当たりましては所

得から基礎控除を引いて健康保険税が算出されるということでございますから、減税につ

いては特段国保税に影響を与えることはないかというふうに思っております。 
 以上です。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 ちょっと僕自身は国保税にも影響してくるだろうというふうに思っていたも

のですから、それはわかりました。 
 それで、きょうちょっと、毎年のようにして伺うことなのですが、滞納者に対する、言

葉は悪いですけれども、制裁的な、いわゆる短期証明あるいは資格証明ですか、の発行を

ちょっと調べてもらいましたらここ数年、短期証明で約47世帯、多少前後ありますけれど

も、それから資格証明発行が８世帯ということであります。それで、前にも伺ったことな

のですが、まず一つ伺いたいのは、減免の規定についてはどのように解釈されているのだ

ろうか。それと、それは法的には何に基づいて行われているのでしょうか。 
〇水沢議長 税務課長。 
〇山崎税務課長 国民健康保険税の減額についてのご質問でございますが、まず減額に対

する基本根拠は何かというお尋ねでありますので、これにつきましては国民健康保険法の

第703条の５第１項並びに同法施行令の第56条の89の適用に基づきまして、本町の国民健康

保険税条例第13条に基づいて７割、５割、２割の軽減を行うものでございます。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 そうした町条例に基づいても今課長言われたように７割、５割と言いました

か、２割軽減は前も聞いたらこれは申請減免と言われたのですが、この適用はわかるので

すが、減免規定の中でその条文として災害に遭った場合、あるいは経済的に大きく所得が
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落ち込んだ生活困窮者というような理由、そうした事柄が減免の一つの目安なのですが、

申請減免、これは今挙げたような理由で申請をすれば、法定の７割、５割軽減と別に申請

減免すれば、町長がそれを認めた場合これは減額なり免除なりという措置がとられるかと

思うのです。それで、15年度において実績まず教えてください。 
〇水沢議長 税務課長。 
〇山崎税務課長 担税能力に欠けるがために減免申請をされて、それに基づいた結果何人

であったかということだと思いますけれども、私の記憶では今ないと思います。それは、

理由といたしまして、例えば災害等々と一時的に生活が困窮するということが直ちに税の

負担能力を失うということとはまた別問題でございますので、税の負担能力に全く欠けて

しまうということになると、それは税の執行停止の方にかかわっていく問題だというふう

に理解をしております。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 多分実績はないと思うのです。ということは、政府も12年度に税の減免規定

の整備を自治体に指導しています。それに基づいて町条例もつくったのですけれども、肝

心なのは申請減免が実績がないと言われるように、その規約にうたっていることが生かさ

れていない。生かそうとしていないと言ってもいいのかな。ここのネックになるのは、町

長がその必要性を認めた場合ということにかかわって申請ができると。それで、この間、

今課長は何て言いましたか、非常に難しい説明だったので、理解しがたいのですが、生活

に、簡単に言うと前年度所得が落ち込んでというか、経済的に生活が大変だと、あるいは

失業したという事態のときに、やはりそうした制度の活用を図る必要があると思うのです。

近年は仕事がないとか、失業状態といいますか、そうした人方も一般的にはふえています。

そして、会社の倒産等も含めて、いわば職を失って保険を国保に切りかえても、結果納め

られないという方も一般的にはふえているのです。そうした中で、浦幌もこの人たち一人

一人がどういうことで資格証明、それから短期証を発行されているのか私も理由はわかり

ませんが、多くは保険料をやっぱり滞納している方で、それで短期証の発行はどのぐらい

の期間をもって発行されるのですか。 
〇水沢議長 税務課長。 
〇山崎税務課長 先に税にかかわる部分の減免のあり方についてお答えをさせていただき

ます。 
 ご存じのように、国保税につきましては目的税でございます。税によって医療費が賄わ

れるという形の中で運営されているものでありますけれども、税の徴収状況においても今

島田議員さんが言われましたように経済状況も反映し、非常に厳しい状況に今あるという

ふうに認識しております。そういう中で、今政府の減免のあり方等々のお話もございまし

たけれども、そういうような内容をもう一度精査しながら、税の公平性を確保することも

含めまして最大限に生かせるよう検討させていただきたいと思います。 
〇水沢議長 住民課長。 
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〇藤川住民課長 短期証のことについてお答えいたします。 
 措置要綱という要綱がございまして、資格証明書についてはお尋ねなかったかと思いま

すが、納税相談等に全く応じない方が資格証明書になります。それから、３カ月とか２カ

月の短期証をそれぞれ交付することになりますが、納税相談を行った場合にはとりあえず

といいますか、２カ月短期証ということで、その他一部のその他の方につきまして３カ月

というふうに交付させていただいております。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 納付相談、もちろん十分に対応してほしいのですが、私が知る限りでは短期

証明発行は法的な根拠はないと判断しているのです。だから、短期証明は、それは病院持

っていっても保険証のかわりにはならないのです。窓口全額負担でしょう。違いますか。 
（何事か声あり） 

〇島田議員 ごめんなさい。資格証が全額でしたか。これは基本的には、結論はやっぱり

保険証は命綱ですから、発行すべきだし、そうした法的根拠のない短期証明の発行は、や

っぱりそれは納付相談とは別で、やめるべきだろうというふうに思うのです。それと、そ

のことは資格証明も同じことなのですが、ちょっと飛びますけれども、保険証発行という

か、資格証明なりの場合、以前ですと１世帯に一つの保険証でしたよね。今一人一人カー

ド式にしているわけですが、資格証明の場合は一人一人全員それを発行するのですか。あ

るいは、世帯主だけなのですか。その辺のちょっと対応と考え方伺います。 
〇水沢議長 住民課長。 
〇藤川住民課長 滞納世帯につきましては、被保険者すべての方に同じ取り扱いでござい

ます。 
（「世帯ごと」の声あり） 

〇藤川住民課長 短期証の枚数につきましては、それぞれ個人になっておりますので、世

帯ごと、３人おれば３枚まとめて短期証になります。 
（「一人一人、まとめてというのは」の声あり） 
（「世帯に一緒に交付するんです」の声あり） 

（「それ１枚なのか３枚なのか、５人家族だったら何枚になる」の声あり） 
〇水沢議長 住民課長。 
〇藤川住民課長 先ほど申し上げたつもりですが、３人おれば３人という、３枚というこ

とでございます。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 これは、短期証も同じですよね。短期証はその都度ですか。子供さんの保険

証にも未納していることを証明するような印鑑を押してまでやるのはどうなのかなという

気するのです。せめて子供、世帯主はそういう扱いあっても、子供さんについてはそれと

切り離すというわけにはいきませんか。わかりますか。 
〇水沢議長 住民課長。 
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〇藤川住民課長 資格証のことでございましょうか。それとも、短期証のことで。 
（「資格証明」の声あり） 

〇藤川住民課長 資格証は１世帯１枚でございます。それから、短期証は先ほど申し上げ

た被保険者の数でそれぞれ発行します。 
 それで、被保険者証にゴム印とかは押ささっていないはずです。それで、ただ有効期間

が３カ月から２カ月というふうに、それは目立つような形ではございませんので、そうい

うふうに執行しております。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 済みません、ちょっとまとまっていないで申しわけないです。そうしたら、

資格証明書の場合は１枚で、短期証明の場合は各個人にということだね。しかも、その表

記は期限を書いてあると、短期証は。目立たないからということではなくて、やはり短期

証そのものが目立つのです。僕も子ども会の役員やったことがありますけれども、ほかの

子と違う保険証持ってきたら教育上もやっぱり好ましくないと。それは親がそうだから、

子供もそうだみたいに何か判押したようにして決めつけるようなことになるわけだし、だ

からせめてそこらはもっと配慮があっていいのかなという気するのです。子供さんに担税

能力あるわけではないのだし、扶養としているわけですけれども、そこの部分は少なくと

もそうしたものは、少なくともというか、短期証明書の発行はしないという方向でやはり

やるべきでないのかなと。その辺さっきも言ったのだけれども、法的根拠はないのでしょ

う、短期証については。 
〇水沢議長 住民課長。 
〇藤川住民課長 短期証の交付の目的といいますか、長期役場に納付相談に来られないと

いうことを解消するために要綱で実施しているものでございます。それは、資格証明書と

異なりまして医療給付は同じ形で行われるわけでございますので、極力納付相談に来られ

ますことを期待申し上げますという言葉は適切かどうかわかりませんけれども、そういう

形で交付しておりますことを理解していただきたいというふうにお願いしたいと思います。 
（「法的根拠はあるの」の声あり） 

〇水沢議長 住民課長。 
〇藤川住民課長 法的根拠という形ではございませんが、先ほど申し上げましたように町

の要綱で実施しているものでございます。つきましては、管内でも、全町村かどうかわか

りませんけれども、ほとんどの町村でこういう形をとらせていただいている現状でござい

ます。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 わかりました。浦幌町のさまざまな資料見せてもらうと浦幌町も95％ぐらい

の収納率で、そういう意味ではまあまあ頑張って納めているのだなという気します。それ

ぞれの町の所得階層の違いある中で一律に比較にはならないけれども、単にこれを九十

数％引き上げることが目的ではなくて、50％強の加入している国保、この人たちの健康を
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守るためにも、もちろんさまざまな福祉的な側面からの要望活動だとかも大事ですけれど

も、いざ病気になったとき本当に頼れるのはやっぱり保険証なのです。だから、払えない

人もそれなりの理由があろうと思います。だから、それをやはりよく理解していただいて

減免制度を活用するということをお願いしてといいますか、すべきであろうというふうに

思います。先ほど実績がないということなので、条例にも反するといいますか、条例に沿

ってやはり実行するという姿勢を示してほしいと思います。 
〇水沢議長 税務課長。 
〇山崎税務課長 国保税の徴収にかかわって先ほどご質問いただきまして、私の答弁の中

で減額と、それから減免というふうに一部混同されそうな答弁をしておりますので、いま

一度ここで条例をもって整理をさせていただきたいと思います。 
 減額につきましては、先ほどご説明いたしましたように所得基準に基づく７割、５割、

２割を減額することを減額といいます。これにつきましては、先ほど言ったとおりでござ

います。13条に基づくものであります。 
 それから、今再度質問ございましたけれども、減免につきましては、減免するのには三

つの要素がございます。それで、実績がないと言いましたのは、公的な扶助を受けている

ということが一つございます。それから、二つ目に所得が皆無となったと認められる者と

いうことで、この二つについては書いてあるとおり公的扶助を受けるということは、一番

わかりやすい表現でいきますと生活保護世帯になるですとか、準世帯になるということに

なれば、直ちに私どもの方はそのような措置をとって減免の手当てをしていくと。それか

ら、３点目に各号に掲げる者以外の者で特別な事情のある者、町長が認める者と、これが

第３点でございます。それで、この認定につきましては非常に難しいものがあるかと思い

ます。 
 それで、最終的に島田議員さんのご質問にありましたように、徴収率にこだわることな

く医療にかかろうとする者の救済について十二分に考慮するようにというお話もございま

した。したがいまして、私たち事務を預かる中での考え方といたしましては、国保税の加

入者全体の公平と、それから健全な国保運営ということも考え合わせていかなければなら

ない難しさもございます。これに対しては、町の一般会計の繰り出しにかかわってくる問

題でもあろうかと思いますので、その辺につきましてはまた理事者とも十二分に協議しな

がら、あるいは制度の内容をよく精査しながら進めてまいりたいと思います。よろしくお

願いをいたします。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 私も全く同じ質問を多少準備をしてまいりましたので、重ならないような形

でお伺いをしたいと思いますが、まず議案書にあります一般被保険者滞納金の10万円とな

っている分について、何戸なのか。 
 それから次に、先ほどから島田議員が質問されております短期被保険者証の発給が、私

も多少調べてまいりましたけれども、数の確認をしたいと思います。48戸なのか、また次
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の段階の被保険者資格証明が７戸なのか、これは数の確認をしておきたいと思います。 
 また、次の段階の１年６カ月経過しても滞納を続けている場合の国保の給付を一部停止、

差しとめですか、そういう措置があるものがあるのかどうか、この辺について確認をさせ

ていただきたい。 
〇水沢議長 住民課長。 
〇藤川住民課長 先に短期証の関係でお答えさせていただきます。短期証、最新といいま

すか、３月１日現在では滞納世帯94世帯のうち47世帯、それから資格証明書が７世帯でご

ざいます。それから、以前の短期証、それから資格証明書以降の増減につきましては、資

格審査委員会並びに納付状況に応じてそれぞれ一部納付があった場合等、それから納付誓

約があったときに解除するなり短期証の減世帯が行われる場合がございます。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 税務課長。 
〇山崎税務課長 予算の中で１目一般被保険者国民健康保険税の中で３節の医療給付費分

滞納繰り越し分150万、この根拠ということだというふうに思いますので、お答えさせてい

ただきます。 
 これにつきましては、現状をまずご説明をしたいと思います。平成16年度の２月、です

から平成17年の２月現在で国保税の滞納繰越額調定額が2,341万8,377円ございます。これ

に対しまして、収入が徴収済額が356万7,776円でございます。予算150万につきましては、

予算の構成上といいましょうか、歳入不足を起こしたときに執行ができなくなるというこ

とで、支出を抑えると言ったら変なのですが、要するに安全的なところの歳出を予定する

に当たっての目標額としてここに設定してございます。したがいまして、徴収については1

6年度分で言えば356万7,000円の収入済みになっているということでご理解をお願いした

いと思います。 
（「滞納者の数」の声あり） 

〇水沢議長 税務課長。 
〇山崎税務課長 現在の滞納者数については、126件というふうに押さえております。失礼

いたしました。当初予算での滞納者数……150万については、言葉が悪いのですけれども、

根拠ではなくて、要するに押さえとしてそのように予算計上しているということでご理解

をしてください。 
（「現在」の声あり） 

〇水沢議長 住民課長。 
〇藤川住民課長 先ほど滞納世帯の数字は申し上げましたが、94世帯というふうに資料で

なっております。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 先ほどから税務課長やら住民課長やらそれぞれいろいろな違う数を言われる

ので、何のことかわからなくなるのですが、ちょっと整理してお願いします。 
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〇水沢議長 住民課長。 
〇藤川住民課長 私が言っている94世帯というのの根拠でございますが、資格審査委員会

に提示して税務課の資料をもとに協議するのですけれども、その数が94世帯ということで

ございます。 
〇水沢議長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 
 

午後 １時５３分  休憩 
午後 １時５４分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 税務課長。 
〇山崎税務課長 大変答弁の方がふくそういたしまして申しわけございませんでした。 
 国保の滞納者数については、平成16年の繰り越し計上分が５月が出納閉鎖期でございま

すので、６月分から正規に繰り越してまいります。そのときの件数が126件の2,341万8,37

7円でございます。なお、住民課長がお答えいたしました94件につきましては現在国保の加

入者であると、現在の加入者のうちのいわゆる滞納者、それから税務課、徴収サイドの方

は過去に国保加入者であって現在は社保に変わっておりますよという方がございますので、

そのような数字の違いが出てくるということでご理解をお願いいたします。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 数字については説明受けましたけれども、ちょっと私の頭の中で今きちっと

整理できておりません。そのことはいいとして、先ほどからも質問の内容にありましたよ

うに、例えば年金でも年間14万以下での介護保険でも徴収方法の違う通知を出して納付し

てもらうような方々、そういう年金額の少ない人たちも現にいるわけです。そういう中で、

私も同じ視点で申し上げれば、減免あるいは減額の措置をして本当に生活困窮者に対して

の対応として今までどうしてきたのかということをお聞きしたかったわけですけれども、

先ほどいろいろ説明ございました。そういう中で、あわせて滞納徴収の対応、先ほど住民

課長から納税相談に対しての対応があれば２カ月の短期証で済ませるという報告ありまし

たけれども、納税対応プロジェクトチームもあっての対応がどのようになっているか。ま

たもう一点、先ほどお伺いしまして答弁ない、１年６カ月経過してもなお滞納がある場合

の全部また一部の差しとめという措置があるようですが、それに対する対応があるのかな

いのかということのお答えがないのですけれども、それもあわせてお願いします。 
〇水沢議長 住民課長。 
〇藤川住民課長 最後に申されました差しとめの件ですが、過去には１件ございましたこ

とがありますが、現在は、ただいまはございません。 
〇水沢議長 税務課長。 
〇山崎税務課長 答弁が重複するかと思いますが、徴収する立場といたしましては、国保
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税の正常な会計運営のためにということで税率等々が国保運営委員会等を通じて決められ

てまいります。それで、その運営に必要なものとして税金があり、そして税負担に耐えら

れないといいましょうか、生活に困窮するといいましょうか、そういう方々についての特

例措置を条例で定めております。それにつきましては、先ほどから申し上げておりますよ

うに減額制度と、それからもう一つは減免制度ということでございます。それで、お尋ね

のことにつきましては減免制度の運用のあり方ということだというふうに理解はしている

のですが、その３点目の特に町長が認める部分をどの範囲で運用するかということだとい

うふうに思います。これにつきましては、町長が特に認めるということではございますけ

れども、大きく言えば町民皆さんが認めるという理解に立っていただけるということを前

提に運用しなければならないかというふうに考えております。したがいまして、その運用

の範囲をいま一度勉強させていただきまして、せっかくある制度ですから、今一人でもそ

のことによっての制度に適用になればということの上に立った中で仕事をさせていただき

たいというふうに思っております。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 今税務課長よりご説明のとおりであります。減免、減額については適正に適

用していかなければならないと、こう考えております。ただ、町長が認める範囲というこ

とで簡単にたがを外してしまうわけにはいかないだろうと、やっぱり税の負担公平という

ものを考えながら適正な運用をしていかなければならないと、こういうふうには考えてお

ります。ただ、今経済情勢非常に悪いということもありますし、自立という中で町民の負

担も求めていくということもあります。さらに、国保税については来年度改正というもの

を視野に入れながら今進んでいるという内容のものでもございます。それにまた、この国

保税の性質というものもありまして、最高限度額が抑えられているという中でその中間層、

また低所得者層の賦課という負担増、また賦課というものもございます。それらを考え合

わせながら適正な運営と、運用というものを図ってまいりたいと、このように考えており

ます。 
〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切らさせていただきます。 
 これより議案第34号を採決いたします。 
 お諮りいたします。議案第34号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） 
〇水沢議長 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８ 議案第３５号 
〇水沢議長 日程第８、議案第35号 平成17年度浦幌町老人保健特別会計予算を議題とい
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たします。 
 提案説明を求めます。 
 住民課長。 
〇藤川住民課長 議案第35号 平成17年度浦幌町老人保健特別会計予算。 
 平成17年度浦幌町老人保健特別会計の予算は、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８億7,556万1,000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17年３月７日提出、浦幌町長。 
 この会計につきましては、被保険者数約1,100名の医療費の会計を処理するものでござい

ます。 
 第１表は省略させていただきまして、６ページをお開き願います。歳入につきましては、

支払基金、国庫、道、町一般会計の負担割合が平成14年から18年の５年間にわたり段階的

に変更中の係数によりましてそれぞれ増減する内容でございます。 
 １款１項支払基金交付金、１目医療費交付金４億9,622万1,000円、２目審査支払手数料

交付金321万2,000円。 
 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目老人医療費負担金２億5,072万1,000円。 
 ３款道支出金、１項道負担金、１目老人医療費負担金6,268万1,000円。 
 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金6,272万円。 
 ５款１項繰越金、１目繰越金1,000円。 
 ６款諸収入、１項延滞金及び加算金、１目延滞金1,000円、２目加算金1,000円。 
 ６款諸収入、２項１目預金利子1,000円。 
 ６款諸収入、３項雑入、１目第三者納付金1,000円、２目返納金1,000円。 
 次のページ、歳出、１款１項医療諸費、この款は実績に基づく推計見込みを計上させて

いただきます。１目医療給付費８億6,000万円、約0.35％の伸びでございます。 
 ２目医療支給費1,230万円、３目審査支払手数料325万1,000円。 
 ２款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目償還金1,000円、２目還付金2,000円、３目

過年度支出金4,000円。 
 ３款１項１目予備費3,000円。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切らさせていただきます。 
 これより、討論を省略し、議案第35号を採決いたします。 
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 お諮りいたします。議案第35号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） 

〇水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。 
 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） 

〇水沢議長 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０７分  休憩 
午後 ２時２０分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 
    ◎日程第９ 議案第３６号 
〇水沢議長 日程第９、議案第36号 平成17年度浦幌町介護保険特別会計予算を議題とい

たします。 
 提案説明を求めます。 
 住民課長。 
〇藤川住民課長 議案第36号 平成17年度浦幌町介護保険特別会計予算。 
 平成17年度浦幌町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４億8,726万9,000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17年３月７日提出、浦幌町長。 
 本会計につきましては、介護保険の運営及び介護給付費の会計を処理する会計でござい

ます。 
 第１表は省略させていただきまして、６ページをお開き願います。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7,481万1,000円。 
 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金9,200万5,000円。 
 ２款国庫支出金、２項国庫補助金、１目調整交付金2,994万7,000円。 
 ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金5,750万3,000円。 
 ２項財政安定化基金支出金、１目交付金2,000円。 
 ４款支払基金交付金、１項１目介護納付費交付金１億4,720万9,000円。 
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 ５款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金１万円。 
 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金8,414万5,000円、この減でござい

ますが、職員給与費等の繰入金の減でございます。 
 ６款繰入金、２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金150万9,000円。 
 ７款１項１目繰越金11万3,000円。 
 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1,000円、２目第１号被保

険者過料1,000円。 
 ８款諸収入、２項１目預金利子１万円。 
 ３項雑入、１目第３者納付金1,000円、２目返納金1,000円、３目雑入1,000円。 
 続きまして、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費1,903万4,000円、こ

の減につきましては人件費でございます。 
 ２項１目賦課徴収費77万4,000円。 
 ３項１目介護認定審査会費522万6,000円、２目認定調査費146万円。 
 ４項１目介護保険運営協議会費４万3,000円。 
 ５項１目趣旨普及費10万5,000円。 
 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、これ以降、給付費等関係は町介護保険事業

計画、15年から19年の計画でございますが、それ及び実績に基づく推計見込みを計上させ

ていただきました。１目居宅介護サービス給付費１億6,085万8,000円、２目居宅介護サー

ビス計画給付費1,400万6,000円、３目施設介護サービス給付費２億7,611万6,000円、４目

福祉用具購入費120万円、５目住宅改修費250万円、６目審査支払手数料54万5,000円。 
 ２項１目高額介護サービス等費480万円。 
 ３款１項１目財政安定化基金拠出金46万円、２目財政安定化基金償還金1,000円。 
 ４款１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金１万円。 
 ５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３万円、２目償

還金1,000円。 
 ６款１項１目予備費10万円。 
 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切らさせていただきます。 
 討論を省略し、これより議案第36号を採決いたします。 
 お諮りいたします。議案第36号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） 
〇水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。 
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    ◎日程第１０ 議案第３７号 
〇水沢議長 日程第10、議案第37号 平成17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。 
 提案説明を求めます。 
 診療所事務長。 
〇永澤診療所事務長 議案第37号 平成17年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算。 
 平成17年度浦幌町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２億9,545万4,000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17年３月７日提出、十勝郡浦幌町長。 
 第１表を省略させていただきまして、４ページ、第２表、債務負担行為であります。事

項、画像読取装置システム賃借料、期間が平成17年度から平成21年度、限度額1,110万円で

ございます。 
 続きまして、７ページ、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１億146万8,000円。 
 ２款１項１目繰越金、本年度予算50万円。 
 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入１億9,332万円。 
 ２項１目雑入15万6,000円、２目過年度収入１万円。 
 続きまして、９ページ、歳出でございます。１款１項診療所費、１目診療所管理費、本

年度予算3,715万6,000円、ここにつきましては主な減の部分ですが、職員給与費、この部

分が昨年度に比較しまして、１月１日で準職員化に伴いまして、それぞれ組みかえをして

おります。人件費、総体で400万ほど減になってございます。あと、経常経費では11節の需

用費で100万ほど減額になっております。それから、新たにふえました部分では13節の委託

料、ここのところでは25万8,000円ほど増額でありますが、これは電子カルテソフトの保守

分ということで、本年度から新たにつけた部分でございます。 
 続きまして、10ページの部分ですが、２目医業費、本年度予算１億8,114万5,000円、こ

この部分につきましても人件費部分、２節の給料、３節職員手当、４節の共済費、ここの

部分は準職員化に伴いまして一部組みかえを行っておりまして、総体で300万ほど減額とな

っております。それから、旅費の部分でいきますと費用弁償の部分で300万ほど減額、それ

から需用費が医薬材料費、今回も16年度分で補正をお願いした分がありますが、ここの部

分で500万ほど増額になってございます。それから、委託料で100万ほど減額ということで

計上させていただいております。それから、14節使用料及び賃借料の部分ですが、ここで

先ほど債務負担行為で記載させていただいております部分で、新たに画像読み取り装置と
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いうことで賃借料を計上させていただいております。この部分は、新しいリースの経費等

でございまして、内容としましては現在のレントゲン写真、通常のレントゲン写真ですが、

この部分をデジタル化いたしまして、見やすい画像を提供するということで、その分でデ

ジタル化加算もございまして、加算の部分は歳入の方で支出に見合う分を計上させていた

だきました。 
 それから、続きまして２款１項公債費、１目元金6,986万8,000円、２目利子723万5,000

円。 
 12ページ、３款１項１目予備費５万円。 
 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 質疑ありませんか。 
 14番、島田議員。 
〇島田議員 ちょっと医薬品の関係で、ジェネリック医薬品、いわゆる後発医薬品、これ

はどのぐらいの割合で入っているのだろうか。 
〇水沢議長 診療所事務長。 
〇永澤診療所事務長 ジェネリック、後発品ということで、先発よりは安くなる部分です

が、実際診療所でも切りかえできるものは、そういうものに切りかえを進めておりますが、

多くは院外処方ですので、浦幌町の方である程度それに切りかえできるものは切りかえを

行っていっていただいているというふうに思います。 
 診療所の扱う部分におきましては、入院患者さんに係る部分ですが、この部分でも後発

品で対応できるものは、そういうふうに切りかえてはおりますが、まだまだ少ない、ちょ

っと割合までは今何とも言えませんが、まだそんなには進んでいないというふうに思いま

す。徐々に多分切りかえられるものは、切りかえていっているというふうにとらえており

ます。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 診療所で扱っている医薬品については、できるだけかえてきているというこ

とですが、調剤薬局への指導とかはできないのですか。極力……薬価安いですよね、安い

方に切りかえていくという、その特許が切れた段階にしかできないらしいのだけれども、

そういう指導というか、要請というのはできないのでしょうか。 
〇水沢議長 診療所事務長。 
〇永澤診療所事務長 今こちらの方から指導ということでの、できないかどうかという部

分ですが、そこの医師ができるだけ患者さんの負担を少なくするということで、そういう

ふうな方向にはあると思いますが、先生がこの薬いいよということであれば、こういう薬

ないですかということで調剤の方に確認をして出すということでは、処方せんを切るとい

うことではしておりますので、できるだけそういう方向性という部分は、安いものがある

のであれば、安いものを使える方向へは進めているというふうに思います。 
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 前その薬を入れる段階、ジェネリックを使う部分におきましても一応突き合わせをしま

して、こういうものは順次切りかえていきたいということが調剤の方からもありましたし、

そういう打ち合わせをしながら、進めさせていただいている部分はあります。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 そうしたら医者というか、先生の判断が大事なのだね、先生がそちらを使う

かどうかということだよね。だから、先生かわられるようなのだが、そこらもひとつきっ

ちりと指導していただいて、なぜかといったら同じ町も７割負担、そして患者が３割負担

ということからしても安い方が負担は安くなるわけだし、医療費総体もどれぐらい下がる

かは別にしても、ジェネリック薬品使うことは性能的には問題ないと言われているわけで

すから、その辺は十分認識しておいていただきたいと思います。 
〇水沢議長 診療所事務長。 
〇永澤診療所事務長 島田議員さんのおっしゃるように再度薬品関係、今度見えられる先

生ともお話をさせていただきまして、その辺は進めさせていただきたいというふうに思い

ます。 
 よろしくお願いします。 
〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切らさせていただきます。 
 これより議案第37号を採決いたします。 
 お諮りいたします。議案第37号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） 
〇水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。 
 
    ◎日程第１１ 議案第３８号 
〇水沢議長 日程第11、議案第38号 平成17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。 
 提案説明を求めます。 
 管財水道課長。 
〇中川管財水道課長 議案第38号 平成17年度浦幌町公共下水道特別会計予算。 
 平成17年度浦幌町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３億2,962万9,000円と定める。 
 ２．歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よる。 
  （債務負担行為） 
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  第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担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17年３月７日提出、浦幌町長。 
 ４ページ、第２表、債務負担行為、事項、水洗便所改造等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17年度、限度額450万円。水洗便所改造等資

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17年度、

限度額50万円。 
 第３表、地方債、起債の目的、下水道事業債、公共下水道事業債、資本費平準化債、限

度額7,800万円、起債の方法、証書借り入れまたは証券発行、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。 
 この会計につきましては、浦幌町公共下水道、浦幌市街と、それから吉野市街の建設及

び維持管理に係る特別会計でございます。使用件数だとか使用料等については、説明資料

のとおりでございます。 
 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、予算額31万1,00

0円、公共下水道事業受益者分担金で15件分を見ております。 
 ２項負担金、１目公共下水道費負担金135万1,000円、公共下水道受益者負担金で19件分

を見ております。 
 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5,805万円、公共下水道使用

料、説明資料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1,650万円、公共下水道事業

費補助金でございますが、浦幌終末処理場の機械、電気設備の改築更新事業に係る補助金

でございます。事業費の55％を補助で実施をする予定でございます。 
 次に、８ページ、４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金5,000円。 
 ５款１項繰入金、１目一般会計繰入金１億6,990万9,000円。 
 ６款１項１目繰越金50万円。 
 ７款諸収入、１項延滞金及び過料、１目延滞金1,000円、２目過料1,000円。 
 ２項１目貸付金元利収入500万円、これは水洗便所等貸付金元利収入でございまして、信

金が450万、農協が50万の内訳となっております。 
 ３項１目雑入1,000円。 
 ８款１項町債、１目公共下水道債7,800万円、これは先ほどと同じく浦幌終末処理場の機
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械、電気設備改築更新工事に係るものでございます。 
 続いて、10ページ、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491万6,000円、この科目につきましては公共下水道の建設、維持管理に係る経費でござ

います。増の主なものは、公課費、消費税の400万円。それから、減の主なものは備品購入

費、昨年度検針器を購入しております。この分が今年度はないということで、減額になっ

ております。 
 ２目普及推進費511万1,000円、この科目につきましては水洗化に向けて普及推進をする

ために係る経費でございます。減の主なものは貸付金で、信金、農協に対する貸付金を50

0万円減額しております。これは、最近の状況を見まして、貸し付けを受ける方が数年ずっ

と減少しているということで500万円を削減させていただきました。 
 それから、２項施設管理費、１目管渠管理費、本年度予算額203万3,000円、この科目に

つきましては布設管渠工等の管理に係る経費でございます。減の主なものは、委託料120

万円、これは説明資料に記載のとおりでございます。 
 ２目処理場管理費3,391万8,000円、この科目につきましては終末処理場の管理に係る経

費でございます。委託料等につきましては、説明資料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、予算額3,942万3,000円、この項は公共下水道建設

工事に係る経費でございます。増の主なものは、工事請負費の終末処理場の機械電気改築

更新工事に係る経費でございます。減の主なものは、委託料の935万円が処理場機械の設備

診断が終了したということで減になっております。 
 ３款１項公債費、１目元金１億4,609万円、２目利子9,808万8,000円。 
 ４款１項１目予備費５万円。 
 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切らさせていただきます。 
 これより議案第38号を採決いたします。 
 お諮りいたします。議案第38号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） 
〇水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。 
 
    ◎日程第１２ 議案第３９号 
〇水沢議長 日程第12、議案第39号 平成17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。 
 提案説明を求めます。 
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 管財水道課長。 
〇中川管財水道課長 議案第39号 平成17年度浦幌町個別排水処理特別会計予算。 
 平成17年度浦幌町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4,853万3,000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17年３月７日提出、浦幌町長。 
 第１表は省略させていただきます。 
 ４ページ、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、期間は平成17年度、限度額50万円。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、期間は平成17年

度、限度額200万円。 
 第３表、地方債、起債の目的、下水道事業債、個別排水処理施設整備事業債、限度額1,

670万円、起債の方法、証書借り入れまたは証券発行、利率5.0％以内、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。 
 この会計につきましては、浦幌町の個別排水処理施設、通称合併浄化槽と言われている

部分ですが、それの設置及び維持管理に関する特別会計でございます。現在の管理件数は1

38件で、今後の新年度における設置予定は14件の内訳となっております。 
 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10

6万円、個別排水処理受益者分担金でございまして、７件分を見ております。そのほかに新

年度14基分でございます。 
 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617万7,000円、これは説

明資料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2,194万4,000円。 
 ４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金1,000円。 
 ５款１項１目繰越金５万円。 
 ６款諸収入、１項貸付金元利収入、１目貸付金元利収入、本年度250万円、これは水洗便

所の貸付金でございまして、信金が50万円、農協が200万円でございます。 
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 ６款諸収入、２項１目雑入10万1,000円。 
 ７款１項町債、１目個別排水処理施設整備事業債1,670万円、これは新規の14基分の事業

債でございます。 
 続きまして、歳出でございます。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131万9,000円、この科目は合併浄化槽の設置及び維持管理に係る経費でございま

して、増の主なものは公課費の100万円、これは消費税が前年度は見ておりませんでしたの

で、この分がふえております。それから、減の部分については備品でございまして、検針

器の購入が昨年度完了しておりますので、この分が減になるということでございます。 
 ２目普及推進費、予算額326万1,000円、これは合併浄化槽の普及推進に係る経費でござ

います。負担金補助及び交付金については、説明資料のとおりでございます。貸付金につ

きましては、信金と農協の貸付金でございます。 
 ２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費1,519万3,000円、これは施設の管理に係

る経費でございます。委託料につきましては、説明資料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2,001万5,000円、減の主なものは工事請

負費でございます。事業量の減によるものでございます。工事請負費につきましては、説

明資料のとおりでございます。 
 ３款１項公債費、１目元金495万2,000円、２目利子374万3,000円。 
 ４款１項１目予備費５万円。 
 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 質疑ありませんか。 
 １番、森議員。 
〇森議員 この新設分の14件の申し込み状況と、あと今後どれぐらいの件数を見ているの

か、教えていただきたいと思います。 
〇水沢議長 管財水道課長。 
〇中川管財水道課長 新規14基の申し込みについては、今予約というのですか、大体何と

してもやってほしいというのが、とりあえずは今10件来ておりまして、二、三年前からぜ

ひやりたいというストック件数が４件ほどということで、これはまだずっと二、三年待っ

ているのですが、なかなか実行してもらえないということで、あきとしてはあと三、四件

あるのかなというふうに感じております。 
 それで、財政的なこともありますので、今後についても10件から20件の間、大体今年度

並みの14件ずつで定期的に進めてまいりたいというふうに考えております。まだまだ普及

が足りませんので、大量に申し込まれても財政的なことがありますので、いろいろ財政的

に状況を考えながら、余り大量にありますと１年待ってもらうというようなこともやって

いかなければならないかなというふうに思います。これは、地方債の対象になりまして、8

3％ぐらいの対象で実施をされる事業でございますし、個人的負担についても10万円の分担
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金を払えばできるということになっておりますので、今後とも管が行っていない部分につ

いては、浦幌、吉野以外の地域で個別排水を進めていきたいというふうに考えております。 
〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切らさせていただきます。 
 これより議案第39号を採決いたします。 
 お諮りいたします。議案第39号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） 
〇水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。 
 
    ◎日程第１３ 議案第４０号 
〇水沢議長 日程第13、議案第40号 平成17年度浦幌町簡易水道特別会計予算を議題とい

たします。 
 提案説明を求めます。 
 管財水道課長。 
〇中川管財水道課長 議案第40号 平成17年度浦幌町簡易水道特別会計予算。 
 平成17年度浦幌町簡易水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算） 
  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億2,345万2,000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。 
 （一時借入金） 
 第２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れの最高額は２

億円と定める。 
 平成17年３月７日提出、浦幌町長。 
 第１表は省略させていただきます。 
 この会計につきましては、浦幌町の簡易水道の施設の６カ所、浦幌、吉野、厚内、十勝

太、貴老路、中浦幌の簡易水道の維持管理及び建設に係る経費を処理する特別会計でござ

います。給水件数、それから水道使用料等については、説明資料のとおりでございます。 
 ６ページの歳入、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980万円、工事負担金でございまして、町道の材木通り、水道管移設工事、それから

豊北５号ほか明渠排水工事に伴う水道管移設工事の負担金でございます。 
 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料１億6,620万円、説明資料のとおり

でございます。 
 ２項手数料、１目簡易水道手数料15万円、これは給水工事設計審査手数料でございます。
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新設の分が１万円、改造分が5,000円のそれぞれ10件分となっております。 
 それから、３款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金１万円。 
 ４款１項繰入金、１目一般会計繰入金１億4,578万7,000円、２目基金繰入金100万4,000

円。 
 ５款１項１目繰越金50万円。 
 ６款諸収入、１項１目雑入1,000円。 
 町債については、廃目整理をさせていただきます。 
 ８ページの歳出にいかせていただきます。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3,592万8,000円、これにつきましては簡易水道６施設の維持管理に係る

経費でございます。増の主なものは、公課費の消費税の200万円、減の主なものは備品購入

費で、検針器購入の分168万円が購入が完了しましたので、減となっております。 
 ２目施設管理費、予算額5,433万9,000円、これは簡易水道施設の管理に係る経費でござ

いまして、減の主なものは委託料、需用費、役務費等でございます。それから、増の主な

ものは工事請負費が130万ほどふえております。委託料、それから工事請負費につきまして

は説明資料のとおりでございます。 
 ２款１項事業費、１目給水事業費1,928万5,000円、役務費の手数料につきましては年４

回の水質検査の手数料でございます。工事請負費につきましては、説明資料のとおりでご

ざいます。原材料費につきましては、メーター36個、それからメーターボックス36個の取

りかえの材料費でございます。 
 それから、３款１項公債費、１目元金１億5,096万7,000円、２目利子6,288万2,000円。 
 ４款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目過誤納還付金1,000円。 
 ５款１項１目予備費５万円。 
 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑はないようですので、質疑を打ち切らさせていただきます。 
 これより議案第40号を採決いたします。 
 お諮りいたします。議案第40号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） 
〇水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。 
 
    ◎日程第１４ 議案第４１号 
〇水沢議長 日程第14、議案第41号 浦幌町税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。 
 税務課長。 
〇山崎税務課長 議案第41号 浦幌町税条例の一部改正について。 
 浦幌町税条例の一部を別紙のとおり改正する。 
 平成17年３月８日提出、浦幌町長。 
 この条例の提案につきましては、町税条例の一部において不動産登記法が引用されてお

ります。これが平成17年３月７日から適用されるべき法の改正が行われましたので、ここ

に文言と条文の整理を行おうとするものですので、よろしくお願いをいたします。 
 次のページをごらん願います。浦幌町税条例の一部を改正する条例。 
 浦幌町税条例（昭和40年条例第35号）の一部を次のように改正する。 
 第43条第２項中、これは固定資産税の納税義務者等の規定でありますが、「土地登記簿

若しくは」を「登記簿又は」に改め、「又は建物登記簿」を削る。 
 第62条第１項中、これは未申告による固定資産税の不足額及び延滞金の徴収の規定でご

ざいますが、「不動産登記法（明治32年法律第24号）第80条第１項若しくは第３項、第81

条ノ８、第93条第１項若しくは第３項、第93条ノ５第１項若しくは第３項若しくは第93条

ノ11」を「不動産登記法（平成16年法律第123号）」、これが昨年全部改正されたものでご

ざいます。「第36条、第37条第１項若しくは第２項、第42条、第47条第１項、第51条第１

項（共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部

分を除く。）、第２項若しくは第３項若しくは第57条」に、「申告をする義務のある者」

を「申告する義務がある者」に改める。 
 附則、この条例は、公布の日から施行し、平成17年３月７日から適用する。 
 以上です。よろしくお願いいたします。 
〇水沢議長 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。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑なしと認めます。 
 これより議案第41号を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 
〇水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。 
 
    ◎日程第１５ 議案第４２号 
〇水沢議長 日程第15、議案第42号 浦幌町特別職の職員の給与に関する特別措置条例の

一部改正についてを議題といたします。 
 説明を求めます。 
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 町長。 
〇八木町長 提案朗読前に、提案の趣旨について説明させていただきます。 
 この特別措置条例の一部を改正する条例につきましては、43号にも関連する内容でござ

いますけれども、このたびの職員の無免許運転及び町立診療所の医療過誤、またその他の

一連の不祥事に対しまして、特別職、町長、助役の減俸を提案するものでございます。 
 町長については20％６カ月、助役については10％３カ月を提案するものでありますが、

現在昨年の７月１日より本年、17年の６月30日まで、町長については30％削減の特別措置

条例の継続中でありますので、そのために今回６月30日までに区切るものと７月１日から

９月30日までに区切るものという形で、２本に分けて提案させていただいておりますので、

審議のほどよろしくお願いいたします。 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 議案第42号 浦幌町特別職の職員の給与に関する特別措置条例の一

部改正について。 
 浦幌町特別職の職員の給与に関する特別措置条例の一部を別紙のとおり改正する。 
 平成17年３月18日提出、浦幌町長。 
 この一部改正する条例につきましては、町長の財政施策の一つとして給料月額30％の減

額をするため特別措置条例を制定し、平成16年７月１日から平成17年６月30日までの間に

限り、69万6,000円に対しての30％減額ということで48万7,000円と定めたところでありま

すが、平成16年第４回定例会において議決していただきました浦幌町特別職の職員の給与

等に関する条例の一部改正におきまして、別表中、町長の給料月額69万6,000円を62万6,0

00円に改正したことに伴い、今回62万6,000円に対しての30％減額ということで、４月から

６月までの間を43万8,000円と改正するものであります。 
 また、この一連の不祥事に対する20％の減給を実施するため、その43万8,000円に100分

の80を乗じて得た額とするものであります。 
 この減額につきましては、町長が説明したとおり６カ月間実施するものでありますが、

特別措置条例を制定し、運用しておりますので、本条例の効力が失われる６月30日までの

３カ月間を本条例にて行うため改正するものであります。 
 浦幌町特別職の職員の給与に関する特別措置条例の一部を改正する条例。 
 浦幌町特別職の職員の給与に関する特別措置条例の一部を次のように改正する。 
 第２条中「平成17年６月30日までの間に限り、」を「平成17年３月31日までの」に改め、

同条を同条第１項とし、同条に次の１項を加える。 
 ２ 平成17年４月１日から平成17年６月30日までの間に限り、町長に支給する給料は、

月額43万8,000円とし、その額に100分の80を乗じて得た額とする。 
 附則、この条例は、平成17年４月１日から施行する。 
 以上です。よろしくご審議願います。 
〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 
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 質疑ありませんか。 
（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑はないようですので、これより討論を省略し、議案第42号を採決いたし

ます。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 
〇水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。 
 
    ◎日程第１６ 議案第４３号 
〇水沢議長 日程第16、議案第43号 浦幌町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改

正についてを議題といたします。 
 説明を求めます。 
 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 議案第43号 浦幌町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正

について。 
 浦幌町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を別紙のとおり改正する。 
 平成17年３月18日提出、浦幌町長。 
 この一部改正についてでありますが、議案の第42号とも関連するものでありますが、本

条例におきましては町長及び助役について、一連の不祥事に対する減給分の改正を実施す

るものであります。 
 町長につきましては、議案第42号の特別措置条例におきまして３カ月間の減給をしてお

りますので、残りの３カ月を本条例にて規定するものであります。また、助役につきまし

ては10％の減給を３カ月間実施するため、本条例の制定附則に町長及び助役の減給につい

て規定した条文、２項を加えるものであります。 
 浦幌町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例。 
 浦幌町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 
 附則を附則第１項とし、附則に次の２項を加える。 
 （町長の給料月額の特例） 
 ２ 平成17年７月１日から平成17年９月30日までの間に限り、町長に支給する給料につ

いては、第３条の規定にかかわらず、別表に掲げる額に100分の80を乗じて得た額とする。 
 （助役の給料月額の特例） 
 ３ 平成17年４月１日から平成17年６月30日までの間に限り、助役に支給する給料につ

いて、第３条の規定にかかわらず、別表に掲げる額に100分の90を乗じて得た額とする。 
 附則、この条例は、平成17年４月１日から施行する。 
 以上です。よろしくご審議願います。 
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〇水沢議長 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。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑なしと認めます。 
 これより議案第43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） 
〇水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。 
 
    ◎日程第１７ 議案第４４号 
〇水沢議長 日程第17、議案第44号 浦幌町行政改革推進委員会設置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。 
 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 議案第44号 浦幌町行政改革推進委員会設置条例の一部改正につい

て。 
 浦幌町行政改革推進委員会設置条例の一部を別紙のとおり改正する。 
 平成17年３月18日提出、浦幌町長。 
 この一部改正する条例につきましては、今定例会提案の議案第６号 浦幌町課設置条例

の全部改正について、平成17年３月11日に議決させていただきましたが、附則中第２条に

誤りがありましたので、今回改めて一部を改正する条例を提案するものであります。今後

このようなことがないよう注意いたしますので、よろしくお願いいたします。 
 浦幌町行政改革推進委員会設置条例の一部を改正する条例。 
 浦幌町行政改革推進委員会設置条例の一部を次のように改正する。 
 第６条中「総務課」を「まちづくり政策課」に改める。 
 附則、この条例は、平成17年４月１日から施行する。 
 以上です。よろしくご審議願います。 
〇水沢議長 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。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑なしと認めます。 
 これより議案第44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） 
〇水沢議長 挙手多数であります。 
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 よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。 
 
    ◎日程第１８ 議案第４５号 
〇水沢議長 日程第18、議案第45号 平成16年度浦幌町一般会計補正予算を議題といたし

ます。 
 説明を求めます。 
 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 議案第45号 平成16年度浦幌町一般会計補正予算。 
 平成16年度浦幌町一般会計補正予算（第10回）は次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ575万2,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ、59億8,608万7,000円とする。 
 ２．歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。 
 平成17年３月18日提出、浦幌町長。 
 第１表は省略いたします。 
 ３ページをお開きください。歳入、12款道支出金、２項道補助金、２目民生費補助金32

万6,000円を追加し、4,186万6,000円、重度心身障害者の補助金の追加であります。 
 15款１項繰入金、１目基金繰入金542万6,000円を追加し、１億627万3,000円、財政調整

基金の繰入金の追加であります。 
 次のページをお開きください。歳出、３款民生費、１項社会福祉費、６目重度心身障害

者母子家庭等医療対策費65万2,000円を追加し、3,252万2,000円、これは実績に伴う追加で

ございます。 
 ８款土木費、２項道路橋梁費、１目土木車両管理費110万を追加し、3,361万4,000円、こ

れにつきましては燃料費の除雪車燃料の追加60万であります。また、修繕費50万につきま

しては除雪車の刃がえ修繕の追加であります。 
 ２目道路維持事業費400万を追加し、3,531万5,000円、14節の追加でございますが、機械

借上料、これは２月の19日、２月20日、23日、26日の降雪に伴う除雪ドーザー等借上料の

追加によるものであります。 
 以上です。よろしく…… 

（何事か声あり） 
〇山田企画総務課長 ２月の19、20日、23、26日、それぞれ４センチ、22センチ、14セン

チ、２センチの降雪に伴う除雪費の追加であります。よろしくご審議願います。 
〇水沢議長 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。 
 10番、田村議員。 
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〇田村議員 前回の除雪費のときも同じことを質問しているわけですけれども、この補正

の400万の中に、今後何回降られるという想定の見込み補正入っていますか、入っていませ

んか。 
〇水沢議長 建設課長。 
〇松田建設課長 今シーズンの雪につきましては、12月の大雪、また１月から２月の上旬

が割合雪が少なかったということで、２月の後半から降ったということで、850万補正させ

ていただいた中身で不足したということで、前回今後２回分ぐらいを見込んで850万という

ことでしたのですけれども、今申し上げたとおり２月後半、４回ばかり雪が降り、またふ

ぶいたりということで、現在200万円ぐらい不足になっております。 
 それで、今回今議会に追加議案で提案したのですけれども、きょうも下の方は雨降って

除雪しないかと思ったら、上の方がもう７センチぐらい降っているということで、きょう

も除雪しております。それで、とりあえず今後１回分ということを見込んだ中身での400

万計上して、補正をさせていただいておりますけれども、最終的に締めですか、総括的に

どれぐらいになるかわかりませんけれども、とりあえず１回分という見込みの中身で、き

ょうの分が上だけとなると五、六十万円かかるのではないかということで、このまま雪が

降らなければ100万か150万執行残、残るかと思うのですけれども、大体１回分を予定をし

ております。 
〇水沢議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑はないようですので、これより議案第45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） 
〇水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。 
 
    ◎日程第１９ 同意第１号 
〇水沢議長 日程第19、同意第１号 浦幌町教育委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについてを議題といたします。 
 提案説明を求めます。 
 町長。 
〇八木町長 浦幌町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて。 
 浦幌町教育委員会委員大谷宣征は、平成17年３月31日をもって任期満了となるので、浦

幌町教育委員会委員に次の者を任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第１項の規定により議会の同意を求める。 
 平成17年３月７日提出、浦幌町長。 
 記、氏名、大谷宣征、生年月日等以下記載しておりますけれども、再任をお願いするも
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のであります。よろしくお願いいたします。 
〇水沢議長 説明が終わりましたので、これより質疑、討論を省略し、同意第１号 浦幌

町教育委員会委員の任命につき同意を求める件を起立により採決いたします。 
 本件は、これに同意することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 
〇水沢議長 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いたしました。 
 
    ◎日程第２０ 同意第２号 
〇水沢議長 日程第20、同意第２号 浦幌町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同

意を求めることについてを議題といたします。 
 提案説明を求めます。 
 町長。 
〇八木町長 同意第２号 浦幌町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求める

ことについて。 
 浦幌町固定資産評価審査委員会委員臼井寿雄は、平成17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42

3条第３項の規定により議会の同意を求める。 
 平成17年３月７日提出、浦幌町長。 
 記、氏名、臼井寿雄、生年月日以下記載しておりますけれども、再任でございますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 
〇水沢議長 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２号 浦幌

町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求める件を起立により採決いたします。 
 本件は、これに同意することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 
〇水沢議長 起立多数であります。 
 よって、同意第２号は同意することに決定いたしました。 
 
    ◎日程第２１ 発議第３号 
〇水沢議長 日程第21、発議第３号 北海道十勝産農産物を遺伝子組み換え農産物の交

雑・混入から守る要望意見書の提出についてを議題といたします。 
 提出者代表の説明を求めます。 
 岡田愛啓議員。 
〇岡田議員 発議第３号 北海道十勝産農産物を遺伝子組み換え農産物の交雑・混入から

守る要望意見書の提出について。 
 上記の議案を、別紙のとおり浦幌町会議規則第14条の規定により提出いたします。 
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 平成17年３月18日。 
 提出者代表、浦幌町議会議員岡田愛啓。 
 意見書の朗読を省略し、意見書案の要旨について説明いたします。 
 遺伝子組みかえ農産物の安全性は十分に確立していないため、多くの消費者は遺伝子組

みかえ農産物に不安を持っています。北海道でも、最近遺伝子組みかえ農産物を栽培しよ

うとする動きが一部に見られます。これらの作物が十勝管内など北海道内の一般圃場で栽

培されることになれば、周辺の農家の農作物の交雑、混入などの遺伝子汚染を引き起こし、

食料基地北海道十勝の農産物が消費者に対し風評被害につながるだけでなく、信頼を失墜

するおそれや成長障害、環境への影響、将来を担う子供たちに及ぼす影響など、はかり知

れないものがあります。 
 今後も北海道十勝の農産物が安定生産され、安心で安全な農作物を消費されるためにも、

遺伝子組みかえ作物との混雑、混入を防ぐためにも、一般圃場での栽培がなされないよう

国及び北海道、行政機関は規制及び監視を強めることなど、要望する意見書を衆参議院議

長、ほか関係大臣、北海道知事に提出する内容であります。 
 議員各位のご協賛を賜りますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 
〇水沢議長 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。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑なしと認めます。 
 これより発議第３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） 
〇水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、発議第３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。 
 
    ◎日程第２２ 発議第４号 
〇水沢議長 日程第22、発議第４号 義務教育費国庫負担法の堅持に関する意見書の提出

についてを議題といたします。 
 提出者代表の説明を求めます。 
 森啓之介議員。 
〇森議員 発議第４号 義務教育費国庫負担法の堅持に関する意見書の提出について。 
 上記の議案を、別紙のとおり浦幌町議会会議規則第14条の規定により提出いたします。 
 平成17年３月18日。 
 提出者代表、森啓之介。 
 意見書の朗読は省略し、要旨のみ申し上げます。 
 政府の三位一体改革において、地方分権の推進あるいは国と地方の役割分担などの観点
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から、義務教育費国庫負担制度の見直しが検討課題となっております。むしろこの制度が

廃止されれば、現在貧窮している地方財政において義務教育費の確保が困難になり、教職

員の削減による教育水準の低下や地域の格差の拡大を招くおそれがあります。国の財政悪

化に伴い、地方交付税交付金等の減額が進行している現状から、制度の廃止が地方財政を

圧迫し、ひいては保護者負担の増大につながることが危惧されます。 
 義務教育諸学校の教科書無償制度や私学助成の増額など、引き続き重要であることから、

次の事項の実現を図られるよう強く要望します。 
 １．義務教育国庫負担制度を堅持すること。 
 ２．学校事務職員・栄養職員を義務教育費国庫負担制度の対象職員として引き続き堅持

すること。 
 ３．30人以下学級を早期に実現すること。 
 ４．教科書の無償制度を継続すること。 
 意見書の提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣に

提出したいので、議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案説明といたしま

す。 
〇水沢議長 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。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑なしと認めます。 
 これより発議第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挙手願います。 

（賛成者挙手） 
〇水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、発議第４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。 
 
    ◎日程第２３ 発議第５号 
〇水沢議長 日程第23、発議第５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119条の規定によりお手元に配付の内容で議員を派遣いた

したいと思いますが、ご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 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いたしました。 
 
    ◎日程第２４ 発議第６号 
〇水沢議長 日程第24、発議第６号 所管事務調査についてを議題といたします。 
 各委員長より、次の定例会までの議会閉会中にお手元に配付のとおり所管事務調査をい
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たしたいと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、議会閉会中にこれの調査をすることに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） 

〇水沢議長 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、議会閉会中の調査とすることに決定いたしました。 
 
        ◎町長あいさつ 
〇水沢議長 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。 
〇八木町長 議長のお許しをいただきましたので、第１回町議会定例会の閉会に当たりま

して、一言お礼のあいさつをさせていただきます。 
 平成17年度予算全会計、一般議案、平成16年度予算補正、また追加議案などにつきまし

て、提案どおり議決いただきましたことに対しまして、心より感謝とお礼を申し上げます。

厳しい財政内容でありますので、予算執行に当たってはより慎重を期さなければならない

と考えております。また、議員の皆様には熱心にご審議をいただきました。その中で、今

後の行政運営に対して示唆に富む発言もいただきました。厚くお礼を申し上げます。 
 職員の無免許運転、医療過誤、その他一連の不祥事により、議員の皆様を初め町民の皆

様に多大なご迷惑をおかけいたしました。それぞれ減俸、懲戒、その他処分をいたしまし

たが、浦幌町の名誉を傷つけ、町民の信頼を著しく失墜させてしまい、町民の皆様に心よ

り深くおわび申し上げる次第でございます。 
 職員一人一人が浦幌町役場職員であるということを自覚のもと、町民の信頼回復、浦幌

町の名誉の回復のために努めてまいる所存であります。貴重なご意見、ご指導をいただき

ました。それらをもとに、よりよい町政推進のため、町職員一丸となって努力してまいり

ます。 
 議会の皆様にご指導いただきましたことを心よりお礼申し上げまして、第１回町議会定

例会閉会に当たってのお礼のあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございま

した。 
 
        ◎閉会の宣告 
〇水沢議長 以上で本会議に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。 
 これをもって会議を閉じます。 
 平成17年浦幌町議会第１回定例会を閉会いたします。 

閉会 午後 ３時４７分 
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