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平成１７年第３回浦幌町議会定例会（第３号） 

 

平成１７年９月１４日（水曜日） 

開議 午前１０時００分 

延会 午後 ５時３５分 

 

〇議事日程 

 日程第 １ 議会運営委員長報告 

 日程第 ２ 認定第 ２号 平成１６年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算認定に 

              ついて                                             

 日程第 ３ 認定第 ３号 平成１６年度浦幌町模範牧場特別会計歳入歳出決算認定に 

              ついて                                             

 日程第 ４ 認定第 ４号 平成１６年度浦幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決 

              算認定について                    

 日程第 ５ 認定第 ５号 平成１６年度浦幌町老人保健特別会計歳入歳出決算認定に 

              ついて                                             

 日程第 ６ 認定第 ６号 平成１６年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に 

              ついて                                             

 日程第 ７ 認定第 ７号 平成１６年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計歳入歳出決算 

              認定について                     

 日程第  ８ 認定第 ８号 平成１６年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定 

              について                                            

 日程第 ９ 認定第 ９号 平成１６年度浦幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算認 

              定について                      

 日程第１０ 認定第１０号 平成１６年度浦幌町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に 

              ついて                                             

 日程第１１ 議案第６１号 浦幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の全部改正につ 

              いて                         

  日程第１２ 議案第６２号 浦幌町収入証紙条例の制定について           

 日程第１３ 議案第６３号 浦幌町公民館の設置及び管理等に関する条例の一部改正に 

              ついて                        

 日程第１４ 議案第６４号 浦幌町総合スポーツセンターの設置及び管理等に関する条 

              例の一部改正について                 

 日程第１５ 議案第６５号 浦幌町スイミングプールの設置及び管理等に関する条例の 

              一部改正について                   

 日程第１６ 議案第６６号 浦幌町パークゴルフ場設置及び管理等に関する条例の一部 
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              改正について                     

 日程第１７ 議案第６７号 浦幌町生活改善センターの設置及び管理等に関する条例の 

              一部改正について                   

  日程第１８ 議案第６８号 浦幌町文化財保護条例の一部改正について        

 日程第１９ 議案第７０号 浦幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更について  

 日程第２０ 議案第７１号 公有水面埋立免許に関する意見について         

 日程第２１ 議案第７２号 町道路線の認定について                

 

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 

     総 務 課 長   山  田  行  博 

          ま ち づ く り 

          政 策 課 長      山  崎  健  司 

          町 民 課 長      亀  山     昇 

     保健福祉課長   上  村  健  二 

          産 業 課 長      中  川  哲  朗 

     施 設 課 長   松  田     勇 

     上浦幌支所長   河  村  七五三喜 

     出 納 室 長   経  堂  岩  夫 

          診療所事務長      永  澤  厚  志 

          総 務 課 

          財 政 係 長      獅 子 原  将  文 
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    教育委員会 

     教 育 委 員 長   山  本  倖  嗣 

          教  育  長      大  谷  宣  征 

     教 育 次 長   後  藤  秀  彦 

 

    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 

 

〇出席議会事務局職員 

     局    長   門  馬  孝  敬 

     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。 

 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申し上げます。 

 昨日13日本会議終了後、町議会第３回定例会３日目以降の運営について、正副議長の出

席をいただき、委員全員の出席のもと議会運営委員会を開催し、協議をいたしましたので、

その経過内容についてご報告を申し上げます。 

 13日、審議をいただきました認定第１号 平成16年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定

について、議長を初め議員各位の活発なる審議状況と進捗状況を勘案いたし、本日14日は

認定第２号から認定第10号までの平成16年度浦幌町特別会計歳入歳出決算認定について、

一般議案、議案第61号から議案第72号までの11件の審議をお願いをいたします。 

 また、明15日は、14日の一般議案の未審議議案と議案第73号から議案第80号までの平成

17年度一般会計及び特別会計補正予算８件と諮問案件、発議案件の審議をお願いをいたし

ます。 

 以上、議会運営委員会において協議をした結果であります。議員各位のご理解ご賛同、

ご協賛を賜りますようよろしく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 認定第２号 

〇水沢議長 日程第２、認定第２号 平成16年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算認

定についての審査を行います。 

 説明を求めます。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 平成16年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書。区分、歳入総額１億1,865万8,021円、歳出総額１億1,295万8,686

円、歳入歳出差引額569万9,335円、実質収支額569万9,335円であります。 

 この内容等につきましては、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

であります。立木売り払いにつきましては、カラマツ１万4,085.956立方、それから間伐材
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売り払いにつきましてはカラマツ及びトドマツで1,969.877立方を処分しております。それ

から、保育工事といたしまして、人工造林11.60ヘクタール、復旧造林37.02ヘクタール、

準備地ごしらえ32.08ヘクタール、下草刈り108.56ヘクタール、除間伐121.96ヘクタール、

間伐65.24ヘクタール、植栽用苗の購入といたしましてカラマツ１号苗48.62ヘクタール分

で11万2,000本となっております。 

 １ページの平成16年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算書の総括は省略させていた

だきます。 

 ２ページの歳入に入らせていただきます。１款道支出金、１項道補助金、１目造林補助、

これにつきましては造林補助金は先ほど言いました人工造林が11.60ヘクタール、それから

下草刈り108.56ヘクタールの補助金であります。２節の野そ駆除補助につきましては、２

回散布を行いまして254.56ヘクタールを実施しております。 

 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、これは利子及び配当金でござ

います。 

 次、２項財産売払収入、１目不動産売払代、これは立木売払代でございますが、常豊町

有林ほか７伐区、カラマツを１万4,086立方売り払いをしております。 

 ２目素材売払代、これは間伐材売払代でございまして、カラマツ及びトドマツを稲穂町

有林ほか３伐区で1,970立方を処分しております。 

 次に、３款１項繰入金、１目基金繰入金、これについては基金繰入金でございます。 

  それから、２目一般会計繰入金、これは一般会計の繰入金でございます。 

 次に、４款１項１目繰越金、これは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、これは利子収入でございます。 

 ２目雑入、これにつきましては北電等の支障木の立木売り払いの補償代金でございます。 

 次に、歳出でございます。１款１項１目財産管理費、このこと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。特別説明することはございません。 

 ２款１項財産造成費、１目造林費、これにつきましては町有林の造成に係る経費でござ

います。工事請負費等については、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、これは償還金利子及び割引料でございます。 

 それから、２目利子、これについては同じく償還金の利子でございます。 

 次に、４款１項１目予備費、これは予備費でございます。 

 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ので、質疑を許します。 

 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。 

 これより認定第２号を採決いたします。 

 認定第２号について、原案のとおり認定することに賛成の方は起立を願います。 
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（賛成者起立） 

〇水沢議長 起立多数であります。 

 よって、認定第２号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 

    ◎日程第３ 認定第３号 

〇水沢議長 日程第３、認定第３号 平成16年度浦幌町模範牧場特別会計歳入歳出決算認

定についての審査を行います。 

 説明を求めます。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 平成16年度浦幌町模範牧場特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書。歳入総額１億3,765万6,094円、歳出総額１億3,321万2,504円、

歳入歳出差引額444万3,590円、実質収支額444万3,590円でございます。これにつきまして

は、共同利用模範牧場における肉用牛預託経費及び放牧地、採草地等の維持管理を行う経

費でございます。経営面積につきましては、総面積385.7ヘクタール、草地面積314.1ヘク

タール、そのうち採草地が132.3ヘクタール、放牧地が181.8ヘクタールとなっております。

このほかに、借地といたしまして採草地を20ヘクタールほど借りております。それから、

夏期預託といたしまして、１日当たり697頭、延べ10万7,454頭、利用戸数は49戸でござい

ます。それから、冬期預託につきましては、１日当たり586頭、延べ12万3,824頭、利用戸

数が50戸でございます。それから、哺育預託につきましては、１日当たり174頭、延べ６万

3,649頭、利用戸数が25戸でございます。それから、人工授精捕縛料が657頭、それから入

退牧捕縛料が1,102頭という内訳になっております。 

 それでは、歳入に入らせていただきます。１款使用料及び手数料、１項使用料、１目牧

場使用料、これにつきましては夏期預託154日、それから冬期預託211日、哺育が365日の内

訳となっております。頭数等については、先ほど述べたとおりでございます。 

 次に、２項手数料、１目捕縛手数料、これは先ほど申し上げました人工授精捕縛料と入

退牧の捕縛料、人工授精捕縛料については１頭につき2,000円、それから入退牧捕縛料につ

いては１頭当たり1,000円の内訳となっております。頭数については、先ほど述べたとおり

でございます。 

 次に、２款１項繰入金、１目一般会計繰入金、これは一般会計繰入金の項目でございま

す。 

 ３款１項１目繰越金、これは前年度繰越金でございます。 

 ４款諸収入、１項１目雑入、これについては雑入でございます。 

 次に、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、この目につ

きましては模範牧場における乳用牛預託経費及び採草地の維持管理を行う経費でございま

す。19節の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。 

 ２款施設費、１項１目施設管理費、この目につきましては、模範牧場における施設管理
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に係る経費でございます。需用費、それから使用料及び賃借料、工事請負費、それから公

有財産購入費、備品購入費については、説明資料のとおりでございます。 

 ３款１項１目予備費、これについては予備費でございます。 

 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ので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 模範牧場会計では、大変な黒字会計ということで本当に努力されているとこ

ろがよくわかるわけですけれども、私たち産業建設常任委員会の所管事務調査、それから

第２回定例会の一般質問で杉江議員からもお話があったわけですけれども、今模範牧場の

団地が夏期、冬期合わせて３団地に分かれて非常に効率が悪い状況。職員が９名体制とい

うことで、職員体制の中でも大変少ない中で本当に苦慮されて３団地を回って管理されて

いるということで聞いているわけですけれども、何とかこの３団地を１団地にまとめるこ

とができないのかということを今我々も含めて話をしているわけですけれども、その辺に

ついて。 

 それと、預けている側から見ますと、３団地に分かれているということも含めて、非常

に管理手当てがいまいちではないかという話も聞いていますし、その辺含めて管理体制に

ついて、今後を含めてどのように考えているのかお聞きしたいと思います。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 今岡田議員がおっしゃるように、３団地に分かれて大変不便だという意

見も聞いております。そういう中で、今の経営面積でぎりぎりのところもありまして、何

とか集約をしていく方向で進まなければならないというのがありますし、それから施設も

老朽化してきているということもあわせまして、その辺で将来的に施設含めた団地構成に

ついても今後検討していかなければならないのでないかということで、今担当の方とも今

後について検討事項の最中であるということでご理解をいただきたいと思います。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 今、課長から答弁いただいたわけですけれども、やはりいろいろ冬期、夏期

に合わせて管理状況が非常に悪いということも聞いていますので、早急に対処していただ

ければなと思いますので、その辺十分検討をしていただきたいと思います。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

  ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 私もさきの定例会で牧場の関係について、一般質問をやらせていただきまし

た。その中での答弁で、非常にいい決算状況、努力された運営であるということも含めて、

剰余金について今後の機械、施設の老朽化のために積み立てていくという答弁をいただき

ました。 

 そこで、どの辺を目標に、今先輩岡田議員の方からもありましたけれども、早急にとい
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う対応しなければならない部分、またそれを見越してどの程度積み立て、また何年後にど

うかという、そこまでの検討は今の答弁では検討事項だということの答弁だけでありまし

たから、金額的な問題あるいは年度的な問題含めてどのように考えているのでしょうか。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 ご指摘の事項でございますが、先ほど私も答弁しましたように、具体的

に何年に何ぼたまったら実施するということについては、はっきり言って今の段階では決

定をしておりません段階でございまして、今後施設の関係含めて早急に検討していきたい

という段階でございまして、具体的に何年に幾らたまったらやるということについては、

まだ決定しておりません。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 ご承知のように、一般会計あるいはすべてのことを含めて財政健全化に向け

ての取り組みの最中であります。そういう中で、当然牧場会計がいかに良好な状態であっ

ても単独で何か手をかけれるというような、部分的には可能だとしてもそれなりに大きな

お金の準備が必要だということになりますから、その辺のことも含めてめどは少なくとも

22年以降でないと無理だというのか、それ以前に早急な対応する部分もあるのかというこ

とももう少し具体的に検討されてはっきりした方がいいのではないかなと思いますが。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 ご存じのように、今指定管理者制度の関係もありまして、それも含めて

牧場をどうしていくのかという問題もありますし、前もちょっとお話ししたと思いますけ

れども、４町の広域の公共模範牧場の共同化というか、４町で何とか一つの牧場を経営し

ていくというようなことも話として出てきておりますし、今具体的にそれぞれの４町で担

当者が集まりまして３回ほど議論を深めているところです。 

 そういう中で、何とか浦幌町を中心とした牧場経営ができないかということで話を何ぼ

か進めているわけですけれども、まだ具体的にどうこうしようという結論には至っており

ませんし、今後も４町で広域について詰めていくという段階になっていますので、できる

だけ一年でも早くその辺を煮詰めて、指定管理者制度を含めての検討をしていきたいとい

うふうに考えていますので、よろしくお願いいたします。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 ただいまの答弁の中で、前回の一般質問の中でもありました４町での対応と

いうことのお話がありましたけれども、このことについては先ほどからもお話ありますよ

うに、冬期間の管理状況の問題含めて当然４町という問題では冬期間の問題が中心になる

のだろうと思うのですが、施設の問題も出てくると思います。そのことも含めて、本町が

今後の対応について有利だという言い方が適切かどうかわかりませんが、先ほどから申し

上げていることの対応としていい方向で検討していけるように、酪農家の方も期待をして

いるようでございます。そんなことを含めて十分前向きな検討をしていってほしいと思い

ます。 
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〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

 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。 

 これより認定第３号を採決いたします。 

 認定第３号について、原案のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇水沢議長 起立多数であります。 

 よって、認定第３号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 

    ◎日程第４ 認定第４号 

〇水沢議長 日程第４、認定第４号 平成16年度浦幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算認定についての審査を行います。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 平成16年度浦幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書。 

 平成16年度実質収支に関する調書。歳入総額８億819万5,701円、歳出総額７億9,641万

7,209円、歳入歳出差引額1,177万8,492円、実質収支額1,177万8,492円。 

 この会計は、国民健康保険の運営及び医療費収支の会計を処理する会計でございます。

主な内容及び事業効果等については、別冊の説明資料30ページに記載のとおりでございま

す。 

 それでは、決算書の３ページをごらん願います。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、この目につきましては退職被保険者を除く被保険者に係る健

康保険税でございます。現年度分２億6,861万9,481円、現年度分収納率は96.46％で、対前

年度比0.25％の減でございました。不納欠損額は40万9,321円、滞納繰り越し分は396万

1,578円、滞納繰り越し分収納率は16.96％で、対前年度比8.48％の減でございました。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税、この目につきましては、75歳以上の加入者等の被

保険者に係る国民健康保険税でございます。現年度分2,338万2,689円、現年度分収納率は

99.95％で、対前年度比0.05％の減でございました。滞納繰り越し分は５万800円、滞納繰

り越し分はゼロ％で、全額を不納欠損処分といたしました。収入未済額は143人、2,885万

9,310円で、このうち８月末現在では179万987円を収納しております。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金、この目は保険給付費、老

人保健拠出金及び介護納付金に対し、国から40％を交付されるものでございます。 

 ２目高額医療費共同事業負担金、この目は歳出の５款１項共同事業拠出金、１目高額療

養費拠出金に対し、４分の１が交付されるものでございます。 

 ４款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費共同事業費負担金、この目は国庫支出金
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と同様に、４分の１を道から交付されるものでございます。 

 ４ページをごらん願います。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、

この目は高額医療費の発生による保険者の財政運営の不安定さを緩和するため、保険者か

らの拠出金を財源として交付されるものでございます。 

 ７款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、この目は一般会計からの繰入金

で保険税の軽減分の補てんを行う軽減分と、低所得者層を多く抱える保険者の財政安定を

図る支援分、そして職員の人件費等に対する繰り入れでございます。 

 ２項１目基金繰入金、この目は国保準備基金を全額取り崩して繰り入れしたものでござ

います。 

 ５ページをごらん願います。９款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、３目一般被保険

者加算金、この目は一医療機関が診療報酬の不正請求により保険医療機関の指定取り消し

に伴う返還に係る100分の40で計算された加算金でございます。 

 ３項雑入、３目一般被保険者返納金、この目は一般被保険者が資格喪失等により療養費

の給付を受けることができなかった分、２個人、２医療機関について被保険者個人及び医

療機関から返納していただいたものでございます。 

 ４目退職被保険者等返納金、この目は退職被保険者等が資格喪失等により療養費の給付

を受けることができなかった分、一医療機関について医療機関から返納していただいたも

のでございます。 

 歳出、６ページをごらん願います。１款総務費、３項１目運営協議会費、この目は委員

９名の国民健康保険運営協議会を１回開催したことに係る経費でございます。 

 ７ページをごらん願います。２款保険給付費、４項出産育児諸費、１目出産育児一時金、

この目は国民健康保険加入者が出産した場合に30万円を出産育児一時金として支払いたし

ますが、平成16年度は13人分の支払いに要した経費でございます。 

 ５項葬祭諸費、１目葬祭給付費、この目は国民健康保険加入者が死亡した場合に１万円

を葬祭給付費として支払いますが、57人分の支払いに要した経費でございます。 

 ３款１項老人保健拠出金、１目老人保健医療費拠出金、この目は老人保健医療対象者の

医療費を国、道、市町村、医療保険各法の保険者で負担していますが、その医療保険各法

の保険者が負担する額のうち本町の国民健康保険加入者に係る拠出金を支払うのに要した

経費でございます。 

 ８ページをごらん願います。４款１項１目介護納付金、この目は介護保険事業の費用の

うち32％について、医療保険各法の保険者が40歳以上65歳未満の加入者数により負担して

おりますが、本町の国民健康保険負担分を介護納付金として支払う経費でございます。 

 ５款１項共同事業拠出金、１目高額医療費拠出金、この目は過去３年間の高額医療費の

推移を見て、全道に対する比較で拠出する経費でございます。 

 ６款１項保健事業費、１目保健衛生普及費、この目は被保険者の健康保持のために行う

各種事業に要する経費でございます。 



 

 11 

 なお、総合検診委託料は、基本健診申し込み件数は134名、実受診件数は111名で、この

うち２次検査の腹部単純ＣＴ撮影は４名、腹部造影ＣＴ撮影は７名、耐糖機能検査は２名

でございました。 

 次に、９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目被保険者保険税還付金、この目

については過年度にさかのぼり資格喪失したことによる保険税の還付金でございます。 

 ３目償還金、この目は過年度退職者医療の療養給付費等交付金の精算返還金でございま

す。 

 以上で説明を終わらさせていただきます。 

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。 

 14番、島田議員。 

〇島田議員 16年度において国保税の滞納にかかわって何点か伺いたいと思います。 

 今説明があったとおりでありますけれども、町の方での資料で見ますと、16年度におけ

る滞納世帯が102世帯、これらの世帯に対して短期証あるいは資格証明書の発行が57％なの

ですが、おおよそ58世帯ぐらい、この世帯は保険料が未納もしくは滞納ということで、病

院にかかっても一たんは全額窓口で医療費を払わなければならない。こうした事態をもた

らしてきたのは、背景として特に北海道の不況から脱出できないわけですが、こうした中

でリストラに遭ったり失業したり、こうした方々が浦幌町でも潜在的にいらっしゃいます。

その結果、払いたくても払えない。基本は、前年度所得でいきますから前年度所得に対し

ての納付を課すわけですが、今年度に入って一つには事業者が保険を掛けれないという事

態の中で働いていても、あるいはパートだとか、そうした形の中で国保税を払わなければ

ならない。そうした厳しい背景の中で、15年度は滞納世帯が87世帯だったのが、一気に100

世帯超えました。これはまだふえるでしょう。 

 私は、歴代町長にも言ってきたことですけれども、２代前の徳永町政のときに国保税の

担税力の問題で質問しました。そうしたら、限界であるという答弁を当時でさえしていま

した。ところがその後、税の見直しもかけられ、所得に応じた割合だけではなくて応益の

割合が一気に上げられて年寄りも含めて大きな負担増になっている。こうして、結局食べ

るお金を削ってでも払っている人もいますけれども、やはり払いたくても払えない、そう

した状況が今生まれています。それで、16年度、こうした短期証発行あるいは資格証明書

の発行をやっているわけですけれども、この際その未納者とどうやったら払えるかという

相談だけではなくて、やはり減免もあるのだよということをきちっと説明する、取り立て

るだけが方法ではありません。もちろんいろいろ努力はされていると思いますけれども、

現状でいきますと、先ほど言いましたようにますます滞納者をつくると。以前から気にな

っていたのですけれども、３年ごとに国保税についても見直しをかける、これはイコール

負担割合を変えて上げるということを意味するのではないかもしれませんけれども、これ

までは見直しをかけるといって、結局国保税の負担率を実を維持しても応益の部分だとか
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で負担が増している。そして、そういう状況ですから、細かいことについては12月にやり

ますけれども、16年度、担当の方でもよろしいです。私が先ほどこうした滞納を生んだ背

景について若干触れたけれども、どのように受けとめられているのか、そして３年置きに

見直すと、町長は前にも答弁の中でもされていますけれども、来年度に向かってそうした

事態を踏まえて、なおかつ見直しをかけていくのか、その辺伺いたいと思います。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 それでは、まず１点だけこちらの方で考え方的に違っているのかなとい

う点をお話ししたいと思います。 

 確かに平成16年度の滞納世帯は、102世帯であります。そのうち７世帯に資格証明書を発

行しております。この方々につきましては、確かに全額窓口で支払いをしなければなりま

せん。その後７割分について、国民健康保険会計の方から本人に給付するという内容にな

りますが、資格証明書を交付した割合につきましては6.86％でございます。先ほど57.84％

とおっしゃいましたのは、短期証の交付世帯、そして交付予定のもの、それが52ございま

す。それと、資格証明書の７を足して滞納者世帯に対する割合として57.84％ということに

なりますので、滞納世帯における資格証明書の交付措置をとっている割合としては6.86％

だということをまずご理解お願いしたいと思います。 

 また、ご質問ありました未納者に対して単なる納税相談だけでなくて、減免について積

極的に進めてみてはというご質問でございましたが、これにつきましては常に滞納者との

接触を担当の方で行っております。その中で、世帯の状況等について把握した中で、減免

事由に該当するという状況がわかった時点で減免申請を行ってもらうような進め方をして

おります。これについては、今後とも変わりはないわけですし、また急激に、例えば昨年

は所得がありました、でも今年はないですといったとしても、申請の時点において所得が

なくても、その後１年を通しての所得で見なければ減免事由に該当するのかどうかという

ところについては、判断しかねますので、その点につきましては、そういったケースにつ

いては分納なり、徴収猶予というふうな形の措置をとった上で１年の収入が確定した段階

において減免の方法をとらさせていただきたいというふうに思います。 

 それと、平成16年度納付状況においてどのような背景があるのかということでございま

すが、現実的に日雇いで働いている方の仕事が今極端に減っております。ですから、本来

通常であれば払えていたのに、今年、昨年、払えていないという状況は確かにございます。

納付相談の中でもとても６期では払えないので、分納してほしいという話から分納誓約書

をいただいて、分けて納めていただいているというケースもございますので、確かにそれ

だけ景気の影響を浦幌町内においても大きく受けているというふうな状況であるというふ

うにとらえております。 

 以上です。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 ３年ごとに保険税について見直しをしているということでございます。18年
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度に向けて見直しの時期ということになります。このことについては、見直しのサイクル

というものは維持していきたいなと、このように考えております。これを延ばしていくこ

とによって、後年度負担というものは非常に大きくなる可能性がある。今までの過去の例

を見ていても、保険税に限らず、水道料等についてでもそうですけれども、３年サイクル

というものを守らずに据え置いたために、その会計について非常に大きな負担になって、

見直したときに大きな上げ幅になってしまったという例もございます。 

 そういうことから考えると、やはり上げる上げないということも含めた中で、３年サイ

クルというものは維持していきたいなと、このように考えております。 

 また、応益の指摘もございます。そういうことも踏まえながら、やはり３年サイクルと

いうものは維持していきたいと、このように考えております。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 課長、私別に間違ったことを言っているわけではないのです。逆に資格証の

措置割合が７％切っています。これ数字的に小さいと思わないでください。これは、基本

的には国保は社会保障ですから、本来こうしたことがあってはならないのです。だから、

私は以前からも言っていますけれども、これは国からの相当な圧力もありますけれども、

保険証を取り上げる、こうしたことがやはり根本にあるわけで、医療から遠ざけると、い

わば医療を受ける権利を入り口でシャットアウトする、これは絶対やってはならぬことで

す。そうしたことから、３年ごとに見直すのはいろんな意味合いもあろうかと思いますけ

れども、この間の国保税の被保険者の置かれている状況を十分踏まえながら見直すという

か、制度上の法律の枠内で可能なことはやると、滞納を生んでいるのが公平を欠くという

単純なものではなくて、そういう人たちをどう救うかと、これまでも努力はされてきてい

るとは思いますけれども、やはり町としてそうした立場に立って見直していくべきであろ

うと。 

 そして、さらに言えば、もともと皆保険、これは国の責任においてやるべき事柄ですか

ら、やはり町長、強く国の負担割合を少なくとももとの45％へ戻す、こうした働きかけを

今こそやるべきではないのかなというふうに思います。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 被保険者証の返還を求め、そして資格証明書を発行するということにつ

きましては、確かに国民健康保険等で定められている形ではございます。それで、本町と

いたしましても、なるべく滞納者の実態、そして医療給付を受けなければならない実態を

考慮しながら今までも進めてきたところでございます。一律に滞納が１年以上続いている

から、資格証明書を発行するという機械的なことはいたしておりません。その世帯の状況

について十分掌握した中で、資格証明書の発行について行ってきておりますし、今後もそ

のような形でこの事務については取り進めたいと。 

 また、税の公平性というところの確保もやはり行っていかなければ、今高額の保険税を

納めていただいている方に対しても公平性が保てないという側面は確かにございます。そ
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ういう中で、法律に基づいた中でも温かみのある運用の仕方をしながら、この制度につい

ては今後とも継続してまいりたいと思いますので、ご理解をお願いいたします。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 ご指摘のとおり、国保税につきましては、国からの補助金が減少していると

いうことの中では、浦幌町の国保運営に与える影響は非常に大きいというふうに感じてお

ります。やはりもとに戻してもらう、また維持をするという意味では、国に対して国民健

康保険税の補助金のみならず、交付税の維持、いろんな形で最近切られているものが多い

ものですから、そのことについては強く要請をしてまいりたいなと、このように考えてお

ります。 

 それから、今、課長の方からお話を申し上げましたけれども、滞納プロジェクトをつく

って、今対応しておりますけれども、決して何が何でも取り立てるのだと、そういうこと

ではないと、私も感じております。今、課長から説明あったように、町民に対していろん

な形で制度の適用とか、またその事情とかを察しながら対応していると、私はこのように

感じておりますので、ひとつご理解を願いたいと思います。 

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。 

 これより認定第４号を採決いたします。 

 認定第４号について、原案のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇水沢議長 起立多数であります。 

 よって、認定第４号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

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

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 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５３分  休憩 

午前１１時１０分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第５ 認定第５号 

〇水沢議長 日程第５、認定第５号 平成16年度浦幌町老人保健特別会計歳入歳出決算認

定についての審査を行います。 
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 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 平成16年度浦幌町老人保健特別会計歳入歳出決算書。 

 平成16年度実質収支に関する調書。歳入総額９億2,658万9,651円、歳出総額９億2,658

万9,651円、歳入歳出差引額及び実質収支額はともにゼロ円でございます。 

 この会計は、老人保健医療制度に係る医療費収支の会計を処理する会計でございます。

主な内容及び事業効果等については、別冊の説明資料31ページに記載のとおりでございま

す。 

 それでは、決算書の２ページをごらん願います。歳入、４款繰入金、１項他会計繰入金、

１目一般会計繰入金、この目は窓口負担１割の方に係る老人保健医療費に対する一般会計

からの繰入金でございます。なお、負担割合は、平成16年４月から９月までは600分の38、

平成16年10月から平成17年３月までは600分の42でございます。道支出金と同額を繰り入れ

るべきところでありますが、国、道からの実績確定分が翌年度にならないと入らないため、

第３回補正予算で1,501万1,000円を追加し、平成17年度第１回補正予算で精算による返還

分として一般会計への過年度支出金として計上いたしております。 

 ６款諸収入、１項延滞金及び加算金、２目加算金、この目は一医療機関が診療報酬の不

正請求により、保険医療機関の指定取り消しに伴う返納金に係る100分の40で計算された加

算金でございます。 

 ３項雑入、２目返納金、この目は一医療機関が、先ほどの診療報酬の不正請求によって

返納金が発生し、あわせて調剤薬局からも返納していただいたものでございます。 

 ４ページをごらん願います。歳出、２款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目償還金、

この目は平成15年度分医療給付費の社会保険診療報酬支払基金に対する精算返還金でござ

います。 

 ３目過年度支出金、この目は平成15年度分の一般会計繰入金の精算返還金でございます。 

 以上で説明を終わらさせていただきます。 

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。 

  ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 ちょっと未熟なものですから、把握し切れない部分がありまして、確認をし

ておきたいと思うのですが、九つの特別会計の中で、この特別会計だけが唯一給料、手当、

共済費という職員の張りつけ分がないというか、ほかの八つの会計は全部そういう項目が

あるのですが、これだけがないわけです。内容を見ますと、お金の出し入れの処理だけと

いうようなことの中で、そういう対応をしていないのか、何か基準というか決まりがあっ

て、そういうことができないのか、その辺ちょっと長い間疑問を持っていたものですから、

その辺について教えていただきたいなと思います。 

〇水沢議長 町民課長。 
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〇亀山町民課長 当会計につきましては、もちろん一般会計からの繰入金もございまして、

その中で人件費を見たとしても繰り入れして、また繰り出しするというふうな形で、この

特別会計の中において人件費を見ても一般会計から持ち出しをしなければならないという

ことの中身でございます。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 説明はわかります。ただ、ほかの会計でも職員給与分の繰り入れというのは

やっておる、国民健康保険でも職員給与等の繰入金とか、それから全体での繰り入れとか

やっていますね。ですから、診療所あるいは模範牧場、こういうところの独立した仕事を

やっているところについては、当然理解できるのですが、この会計だけ今の説明ではちょ

っと理解できないなと、何かの基準があるのか、長い間私はこのことを思案して調べてき

たのですけれども。 

〇水沢議長 暫時休憩いたします。 

 

午前１１時１７分  休憩 

午前１１時１８分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 老人保健医療事務に係る仕事量の関係と関連がございまして、この事務

につきましては、いわゆる１人区まで要らない国保会計なりの事務とあわせた中でやって

いける事務ということで、人件費として１人区必要のない会計というふうにご説明申し上

げます。 

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。 

 これより認定第５号を採決いたします。 

 認定第５号について、原案のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇水沢議長 起立多数であります。 

 よって、認定第５号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 

    ◎日程第６ 認定第６号 

〇水沢議長 日程第６、認定第６号 平成16年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出決算認

定についての審査を行います。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 
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〇亀山町民課長 平成16年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出決算書。 

 平成16年度実質収支に関する調書。歳入総額４億8,532万609円、歳出総額４億7,251万

1,727円、歳入歳出差引額1,280万8,882円、実質収支額1,280万8,882円。 

 この会計は、介護保険の運営及び介護給付費の会計を処理する特別会計でございまして、

主な内容及び事業効果等については、別冊の説明資料32ページに記載のとおりでございま

す。 

 それでは、３ページをごらん願います。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、この目は65歳以上の第１号被保険者の方からいただく介護保険料でござい

ます。現年度分が7,277万9,000円、現年度分収納率は99.03％で、対前年度比0.4％の減で

ございます。滞納繰り越し分は20万1,400円、滞納繰り越し分収納率は22.8％で、対前年度

比2.21％の増でございました。収入未済額は139万3,200円と記載されておりますが、収入

済額の中に死亡により平成17年度で歳出還付すべき保険料１万8,000円が含まれているた

め、収入未済額は１万8,000円減っておりますので、実際の収入未済額は別冊の説明資料32

ページ記載の収入未済額32人で、141万1,200円でございます。このうち８月末現在では、

10万7,200円を収納いたしております。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費納付金、この目は介護保険事業に係

る保険給付費の20％が国から交付されるものでございます。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金、この目は原則として介護保険事業に係る保険給付費

の５％が国から交付されるものですが、75歳以上の後期高齢者の割合や所得段階の構成割

合が全国平均と比較して多い場合は５％を超えて交付され、逆に全国平均より少ない場合

は５％を下回って交付されることになります。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金、この目は介護保険事業に係る保

険給付費の12.5％が道から交付されるものでございます。 

 ４ページをごらん願います。６款繰入金、１項他会計繰入金、1目一般会計繰入金、この

目は介護給付費繰入金として、介護保険事業に係る保険給付費の12.5％は市町村の負担分

を一般会計より繰り入れするものでございます。職員給与費等繰入金として、介護保険事

業に係る職員の人件費を一般会計より繰り入れするものでございます。事務費繰入金とし

て、介護保険事業に係る事務費を一般会計より繰り入れするものでございます。 

 ８款諸収入、３項雑入、２目返納金、この目は高額介護サービス費を過大に請求したこ

との誤りによる介護保険施設から返納されたものでございます。 

 ６ページをごらん願います。歳出、１款総務費、３項１目介護認定審査会費、この目は

東部４町で構成する介護認定審査会に係る経費でございます。12節役務費は、主治医意見

書を医師に記載していただく手数料でございます。 

 ２目認定調査費、この目は要介護度の認定調査に要する経費でございます。13節委託料

は、介護保険施設及び居宅介護施設等に認定調査を委託している経費でございます。 

 ４項１目介護保険運営協議会費、この目は６人の委員による介護保険運営協議会の１回
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開催に係る経費でございます。 

 ７ページをごらん願います。３款１項１目財政安定化基金拠出金、この目は国、道、保

険者が介護保険計画に基づき算出された保険給付費の0.1％を拠出して、財政安定化基金を

設けるための本町の拠出金に係る経費でございます。 

 ８ページをごらん願います。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、この目は死亡、転出による資格喪失の保険料還付金でございます。 

 ２目償還金、この目は過年度の国及び道に対する介護給付費納付金及び国に対する事務

費交付金の償還に係る経費でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

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。 

 14番、島田議員。 

〇島田議員 ただいま説明されたのですが、一つは収入未済額が32人で141万1,200円とい

うことなのですが、これは第２号被保険者でしょうか。 

 それで、この制度そのものが欠陥だらけの中で出発した関係で、私は12年度のときにも

言ったのですが、第二の国保になるということも指摘させていただきました。この収入未

済額の中身について、どういうことか一つ伺いたいのと、それからちょっと私不勉強なの

ですが、介護保険料の還付申請、たしか私の記憶では管内でもちょっとおくれましたけれ

ども、池田、豊頃、３町で足並みそろえてスタートしたかと思うのですが、実施状況、申

請を16年度において何件受け付けているか伺いたいのです。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 まず、１点目の収入未済額32名で141万1,200円ということの内容でござ

いますが、これは65歳以上の第１号被保険者介護保険料に係る収入未済額でございます。

個々の世帯の状況等について、詳しくは申し上げられませんが、やはり65歳以上であって

も年金額が少ない、年額18万円に満たない方もおります。そういう方の中で、やはり保険

料を納めていただくという中でおくれ気味になるという状況はあります。すべてがそうか

ということではございませんが、そういう部分と、あと年金等が他の部分で差し押さえら

れて払えないという部分で、介護保険料についても支払い能力がなくなっているというふ

うな状況もございます。 

 それと、介護保険料の還付申請の件なのですが、ちょっと今手元に資料がございません

ので、後ほどということでご勘弁いただきたいと思います。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 １号被保険者、基本的には年金から天引きですね、それすらもないような生

活状況の中で差し押さえという部分もあるのだけれども、とりようがないということでし

ょう。これは、どうなのでしょうか、免除ということに、あるいは次年度において不納欠

損額として残っていくことになりはしないのだろうか。基本的には、介護保険も払える額、



 

 19 

本来そうあるべきなのですけれども、年金からの天引きですから非常に大変な状況なので

すが、今後の対応について、この点について伺いたいのと、それから還付申請の関係なの

ですが、ちょっと確認させてください。窓口に申請に来られた方が二、三名いらっしゃっ

たかと思うのです。ただ、どういう形で相談されたかわからないのですが、一つにはその

中身と、それから介護度４、５の方、みんな身障者手帳を受けているわけでありません。

その辺の扱いなのですが、申請があった場合は基本的には受け付けるということ、やると

いうことで前には何かに掲載されたことがあるのですが、実績はないのです。その辺どの

ように取り扱ってこられているのか、再度伺います。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 普通徴収になる方というのは、年金収入が年額18万円を下回っていると

いうことでの中で、年金からの天引きができないということになったら普通徴収というふ

うになっております。これで、減免措置というふうな状況については、現時点では減免申

請を受け付けているという状況はないわけですけれども、そういう中で今後の中で、その

世帯の状況等に関して調査をした中で適用できるものについては、その世帯の状況に応じ

た形で判断してまいりたいと思います。 

 それと、年金からの天引きについて申し上げますと、現在は老齢年金、退職年金等の部

分でございますが、来年10月からは障害年金、遺族年金等についてもそこからの天引き措

置を行うというふうになっておりまして、本町といたしましてもそういう遺族年金、障害

年金等からの天引きについても事務を進めていきたいというふうに思っています。 

 先ほど申し上げた中で、18万円以下と言いましたが、18万円未満の年金収入しかない方

だけが普通徴収のような言い方をしましたが、これは今申し上げました遺族年金受給者、

そして障害年金受給者についても現時点では普通徴収となっておりますので、その点、申

しわけございませんが、訂正させていただきます。 

 それと、身体障害者手帳の関係については、保健福祉課長の方からお答えいたしますの

で、よろしくお願いします。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 ご質問のとおり、介護認定４、５なり受けた中で、全員が身体障害

者の手帳を交付しているということにはなっておりません。あくまでも本人申請でござい

ます。ただ、私ども介護度の判定を受けた中で、当然身体障害者手帳を交付することによ

って身体障害者が受けられるサービスが他にございますので、それらについては申請をい

たすような相談をさせていただいています。 

 それから、たしか先ほど申請件数がなかったというふうに今解釈しておりますが、多分

身体障害者手帳を持っていなくて、所得税の関係、住民税の控除の対象者という観点だろ

うというふうに思っていますが、それらについては広報等でお知らせをしながら昨年より

３名なり４名なり出ている現実でございますので、数については正確には覚えておりませ

んが、浦幌町の広報等でお知らせをしながら、４、５の方の所得税の控除のための申請認
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定書を出しております。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 答弁調整のため、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時３６分  休憩 

午前１１時３８分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 14番、島田議員。 

〇島田議員 先ほどの私の質問でちょっと間違った認識で質問しました。それで、還付申

請というのは間違いですので、先ほど課長が答弁した内容で理解できました。申しわけあ

りません。 

〇水沢議長 島田議員、還付申請の実施状況については、後日と言っていましたけれども、

それについても了解をしたということで、よろしいですか。 

（「実施しているということがわかりましたので」の声あり） 

 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。 

 これより認定第６号を採決いたします。 

 認定第６号について、原案のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇水沢議長 起立多数であります。 

 よって、認定第６号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 

    ◎日程第７ 認定第７号 

〇水沢議長 日程第７、認定第７号 平成16年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計歳入歳出

決算認定についての審査を行います。 

 説明を求めます。 

 診療所事務局長。 

〇永澤診療所事務長 平成16年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書。歳入総額３億844万438円、歳出総額３億191万6,961円、歳入歳

出差引額652万3,477円、実質収支額652万3,477円であります。 

 この会計は、診療所の管理及び運営に要する経費を支出する会計でございます。 

 ２ページ目をお開き願います。歳入、１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰

入金、これは一般会計からの繰り入れに要したものでございます。 

 ２款１項１目繰越金、前年度からの繰越金でございます。 
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 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入、ここにつきましては診療に関しましての保険診療

報酬ほか、診療に関する６項目の部分の収入を分けて載せてございます。一部節におきま

して、予算額と収入済額が幾分金額的に相違している部分もございますが、初めての予算

ということでございまして、一部節において若干の金額の予算組みが過大になっている部

分がございました。 

 続きまして、２項１目雑入、ここにつきましては公衆電話料、それから職員の給食費等

の雑入を見てございます。 

 ２目過年度収入につきましては、会計年度をまたがったものの収入をここで扱いをして

おります。 

 ３ページ目、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費、ここの目におきましては事

務員及び診療所の管理に関する経費をここで支出をしております。 

 ２目医業費、ここにおきましては看護師ほか医師の賃金、それから医療に関する材料費

等をこの目で支出をしてございます。 

 ２款１項公債費でございます。こちらは、診療所の建設償還の部分での公債費の分で元

金及び、次ページにわたっておりますが、利子等を支出している部分でございます。 

 ３款１項１目予備費。 

 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ので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

  14番、島田議員。 

〇島田議員 一つは、町立診療所において、病床利用からいうと、医療の分とそれから療

養型病床というふうにして、療養型病床は５床ふやしたのでしたか、10床でしたか。いず

れにしても、入院されているというか、ベッドがずっとあいていると。いっぱいになれば

いいということではないのですけれども、一つには看護師の配置の問題とかかわるのです

が、現状を聞きますと非常にきつい中でやっています。これは、単に経費を削る、人件費

を削るということだけで判断してはならない問題だと思うのです。というのは、命を預か

る職場で、しかも専門職が、やや身分の保障が十分でない、ですから募集をかけてもよそ

の町に行ってしまう。やはりこうした専門職としての看護師の位置づけ、少ない看護師の

中で療養型で１人徘回するお年寄りがいたら、そちらにほとんど１人とられる形になりま

す。何ぼ入院２名で見ていても大変です。それで、ローテションもろくに組めない状況で、

今来ていらっしゃる先生の奥さんが臨時で半日入ると、こういう形の仕事の性格上、これ

は改善しなければならないと。 

 それで、療養型はベッド数に対して看護師何名配置する基準になっていますか。それら

から見ても崩れているのではないですか。そこらをきちっと、一つには人員配置をすべき

であると。 

 それから、もう一つですが、先のことで申しわけないのですが、今年度いっぱいで聖マ
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リアンナとの契約が切れると、そんなことから今来ていらっしゃる先生も今年１年という

契約です。町長、相当苦労もされていらっしゃるのでしょうけれども、来年度以降の聖マ

リアンナとの話し合いというのか、契約というのは見通しとしてあるのでしょうか。その

辺を伺います。 

〇水沢議長 診療所事務局長。 

〇永澤診療所事務長 まず、人員の配置の部分ですが、確かに島田議員さんのおっしゃる

とおり不足している現状です。現在もこの前の広報等でも募集をかけた経緯がありますが、

恐らくおっしゃるように身分とかそういう問題でなかなか応募してこられる部分がいない

のかなと思いますし、また賃金の面でも多分なかなかこちらの方まで来られる部分がいな

いのかというふうに思います。 

 確かに現状の人員配置の部分でいきましてもやりくり、おっしゃるとおりの状況でござ

いまして、何とかその辺は改善をしなければならないというふうに考えております。その

部分でいきましても、新年度に向けては再度これは募集をかけた中身で持っていかなけれ

ばならないというふうに考えていますし、今のパートの部分もいなくなる部分が想定され

ますので、それらを含めて人員配置を基準に合うような形で配置を考えていかなければな

らないというふうに思います。 

 それから、現在の療養ベッド数ですが、療養の方は10床、一般が９床という形になって

ございます。療養の方の今の状況ですが、一応療養の方８床、現在使用中という形で、一

般の方は今出入りがありますので、半分程度の状況で今動いてございます。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 島田議員からお尋ねの現在契約している聖マリアンナとの関係でございます

けれども、当初話を進めてきた中ではワンサイクル２年間ということで進めてきておりま

す。というのは、今の窪田教授の任期が今年度いっぱいということの中で窪田教授の中で

の話し合いの中では、私の任期中は責任を持ちますということで２年間というふうに運営

しているところでございます。次年度に向けては、退職の教授について今接触をし、話を

進めているところであります。今月中か来月の初めに上京し、話をしながら次年度以降の

継続についても、また今の現在配置されている先生の継続というものについても話をしな

がら進めてまいりたいと、このように考えております。 

 今現在で、次年度以降の契約がなされているかということについては、まだこれから交

渉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 看護師体制を何とかしなければという希望的観測が述べられたのですが、現

実問題としても現在大変な中でやっているのです。だから、悠長なことは言っていられな

いというふうに思うのです。人の命を預かっているわけですから。 

 それで、経営上、私がこんなことを言うのはおかしいのですが、ベッドの利用を満床に

すればいいということではないですけれども、参考に聞いてください。１人入院させるこ
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とによって、病院経営は大分変わってきます。だから、あけておくのではなくて、別にお

客さんを呼び込むのとはわけが違いますから、そういう問題ではないのですが、ただ看護

体制がしっかりできるのであれば、19床まで使えるわけでしょう、十分に患者さんを診れ

るわけでしょう、そうすることによって経営にも大きく影響してくるのです。だから、ち

まちまと人件費削ることを考えないで、必要なところは人を配置すると。勢い職員化とい

うことは言いません、他とのバランスもあるでしょうけれども、必要な看護体制をまず整

えていただきたい、このように思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 島田議員ご指摘のとおりで、ベッドの関係については、そのとおりでありま

す。使用率を上げるといいますか、入室率を上げるといいますか、その努力がやはり大事

だなと、このように考えております。 

 その対策については、常に診療所、また医師とも話をしながら進めているところでござ

います。 

 その稼働率について、以前と比べて若干上がっているのかなと思っていたのですけれど

も、今聞いてみるとまたあきがあるということでございます。多少変動があるものですか

ら、しかし今後も稼働率については、話し合いをしていきたいなと、このように考えてお

ります。 

 職員の看護師の関係なのですけれども、募集をかけても応募がなかったという状況がご

ざいました。ちょうど４月については、看護学校の卒業生もいるということ、また異動も

あるということで、募集に合わせるのは４月からという形で募集をすると募集しやすいの

かなと、そういうふうに思っています。どうしても中途採用ということになると、看護師

さんはほとんどの方が就職をされているという中では、なかなか難しい問題だったのでは

ないかなと、このように考えております。今後も来年の新卒者も含めた中での対応という

ことで、また進めていきたいなと、このように考えております。 

 それから、身分保障の関係についてでありますけれども、今準職員という形で身分を運

用しているところでございます。看護師さんに引き継ぐ段階でも話しているのは、今まで

いた人たちはすべて引き継ぎたいということ。それから俗に言う解雇等は、途中解雇等は

しないということで進めてきていたところでもございます。正職員にということは、他と

の関係もございまして、今正職員にということは考えておりませんけれども、それによっ

て準職員という形の中でそれぞれの身分というものを考えていきたいなと、そのように考

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。 

 これより認定第７号を採決いたします。 

 認定第７号について、原案のとおり認定することに賛成の方は起立を求めます。 
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（賛成者起立） 

〇水沢議長 起立多数であります。 

 よって、認定第７号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

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

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 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５７分  休憩 

午後 １時２８分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第８ 認定第８号 

〇水沢議長 日程第８、認定第８号 平成16年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算

認定についての審査を行います。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇松田施設課長 平成16年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書。歳入総額３億5,145万5,316円、歳出総額３億4,778万1,118円、

歳入歳出差引額367万4,198円、実質収支額367万4,198円。 

 ３ページを開いていただきたいと思います。歳入歳出決算事項別明細書、歳入、１款１

項１目公共下水道費分担金、公共下水道受益者分担金、平成12年度13件、平成13年度16件

の内容でございます。２節の滞納繰越金につきましては、未済額５万7,000円がありますけ

れども、これは１件の内容でございます。 

 ２項１目公共下水道費負担金、公共下水道受益者負担金で、25戸分の内容でございます。

２節の滞納繰り越し分につきまして、未済額56万1,660円ありますけれども、２戸、３件分

の内容でございます。 

 ２款１項１目公共下水道使用料、この中で未済額、現年分が30万3,906円、148件、38人

分、それから過年度分が10万2,235円、50件、10人分で、合計40万6,141円が未済額でござ

いますけれども、８月末現在で15万7,000円が入りまして、残額24万9,000円となっており

ます。 

 ３款１項１目下水道事業費補助金、終末処理場の設備診断等の委託業務で50％、災害復

旧費で80％の補助金が入っております。 

 ４款１項１目利子及び配当金、水洗便所貸し付け預託利子でございます。 
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 ５款１項１目一般会計繰入金、一般会計の繰入金の内容でございます。 

 ６款１項１目繰越金、繰越金の内容でございます。 

 ７款１項１目延滞金、延滞金で、実施額はありません。 

 過料、過料でございます。 

 ２項１目貸付金元利収入、貸付金の元利収入でございます。 

 ３項１目雑入、雑入でございます。実施額はありません。 

 ８款１項１目公共下水道債、下水道債の内容でございます。 

 ２目災害復旧債、災害復旧債の内容でございます。 

 次、歳出、１款１項１目一般管理費、この目は公共下水道に係る一般管理費の内容でご

ざいます。14節及び18節は説明資料の内容のとおりでございます。23節の償還金利子及び

割引料につきましては、本年３月議会で補正をお願いした消費税の追徴税分の支出の内容

でございます。 

 ２目普及推進費、水洗化に向けて普及推進に係る経費の内容でございます。12節役務費

につきましては、91件、10戸の内容となっております。水洗便所の融資手数料でございま

す。 

 次、２項１目管渠管理費、汚水管の維持管理に係る経費となっております。13節委託料

につきましては、管渠等の高圧洗浄業務を実施しております。 

 ２目処理場管理費、この目は終末処理場の維持管理に係る経費となっております。13節

の委託料につきましては、処理場の管理業務の内容で、資料35ページに記載してあります。 

 ２款１項１目下水道建設費、この目は下水道建設に係る経費となっています。13節委託

料、15節工事請負費につきましては資料35ページに記載をしてあります。 

 ２目災害復旧建設改良費、平成15年発生いたしました十勝沖地震により汚水管復旧工事

２カ所を繰り越しをして実施した内容となっております。 

 ３款１項１目元金、元金です。 

 ２目利子、利子の内容でございます。 

 ４款１項１目予備費、実施額はありません。 

 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。 

 これより認定第８号を採決いたします。 

 認定第８号について、原案のとおり認定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

〇水沢議長 起立多数であります。 

 よって、認定第８号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 
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    ◎日程第９ 認定第９号 

〇水沢議長 日程第９、認定第９号 平成16年度浦幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決

算認定についての審査を行います。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇松田施設課長 平成16年度浦幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書。歳入総額4,837万4,890円、歳出総額4,761万2,168円、歳入歳出

差引額76万2,722円、実質収支額76万2,722円。 

 歳入歳出決算事項別明細書、歳入、１款１項１目個別排水処理分担金、これは15年分が

６名、16年度分が16名、計22名の分担金の内容でございます。 

 ２款１項１目排水処理施設使用料、現年分121基分の内容でございます。 

 ３款１項１目一般会計繰入金、一般会計の繰り入れの内容でございます。 

 ４款１項１目利子及び配当金、貸付金の利子で、信金50万、農協200万の利子の内容でご

ざいます。 

 ５款１項１目繰越金、前年度繰越金でございます。 

 ６款１項１目貸付金元利収入、水洗便所改造等資金貸し付けの元金収入でございます。 

２項１目雑入、仮払消費税の還付金の内容でございます。 

 ７款１項１目個別排水処理施設整備事業債、整備に要した償還に係る事業債でございま

す。 

 次、歳出、１款１項１目一般管理費、この目は個別排水処理施設に係る一般管理費の内

容でございます。８節報償金につきましては、分担金前納奨励金で12戸が該当しておりま

す。14節、18節につきましては、資料に記載のとおりでございます。 

 ２目普及推進費、水洗化に向けての普及推進費で、平成16年につきましては16戸が水洗

化をしております。19節負担金補助及び交付金では、改造補助金として12戸が改造してお

ります。 

 ２項１目個別排水処理施設管理費、この目は施設に係る維持管理費の内容でございます。 

 次、２款１項１目個別排水処理施設建設費、合併浄化槽の建設に係る経費で、工事請負

費については、先ほど申し上げたとおり16件で、詳しい内容は資料の37ページに記載をし

ております。 

 ３款１項１目元金、２目利子、それぞれ元金、利子の内容でございます。 

 ４款１項１目予備費については、実施をしておりませんので、不用額となっております。 

 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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 これより認定第９号を採決いたします。 

 認定第９号について、原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

〇水沢議長 起立多数であります。 

 よって、認定第９号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 

    ◎日程第１０ 認定第１０号 

〇水沢議長 日程第10、認定第10号 平成16年度浦幌町簡易水道特別会計歳入歳出決算認

定についての審査を行います。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇松田施設課長 平成16年度浦幌町簡易水道特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書。歳入総額３億3,250万288円、歳出総額３億2,763万8,505円、歳

入歳出差引額486万1,783円、実質収支額486万1,783円。 

 歳入歳出決算事項別明細書、歳入、１款１項１目簡易水道費負担金、材木通りほか水道

管移設工事に伴う負担金の内容でございます。 

 ２款１項１目水道使用料、このうち収入未済額、現年分で267件、過年度分で132件、合

計167万2,970円が未済額ですけれども、８月末現在で43万が入っておりまして、残額は124

万2,000円となっております。 

 次、２項１目簡易水道手数料、給水工事手数料で、新設が11件、改良が10件の内容でご

ざいます。 

 ３款１項１目利子及び配当金、基金積立金の利子の内容でございます。 

 ４款１項１目一般会計繰入金、一般会計の繰入金の内容でございます。 

 ５款１項１目繰越金、前年度の繰越金の内容です。 

 ６款１項１目雑入、雑入は特に執行がありません。 

 ７款１項１目北海道市町村振興基金貸付金、事業実施に伴う振興基金の貸付金の内容で

ございます。 

 次、歳出、１款１項１目一般管理費、この目は簡易水道事業に係る人件費などの一般管

理費でございます。23節の償還金利子及び割引料につきましては、先ほど下水道で申し上

げたとおり消費税追徴税分の内容となっております。 

 ２目施設管理費、簡易水道６カ所の施設の維持管理費に係る経費となっております。13

節の委託料につきましては、資料の39ページに記載のとおりでございます。 

 ２款１項１目給水事業費、給水に係る量水器取りかえ工事などの経費でございます。13

節の委託料につきましては、川上、栄穂地区の簡易水道の認可計画に伴う委託費用となっ

ております。15節の工事請負費につきましては、資料の39ページに記載のとおりとなって

おります。 
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 ３款１項１目元金、２目利子。 

 ４款１項１目過誤納還付金、1,000円の不用額となっています。 

 ５款１項１目予備費、これについては実施額がありませんで、不用額となっております。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

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。 

 11番、松井議員。 

〇松井議員 前年度、それから今年度につきましても簡易水道の水道料が値上げになった

ということで、このことについて２点ほどお尋ねをしておきたいのですけれども、それは

町民への説明、それから審議会での説明の中で、給水原価、これは私も条例改正のときに

お尋ねをしておりますが、この辺のところまだはっきりわかっておりませんので、改めて

お聞きをしておきたいのですけれども、給水原価の出し方ということをあのとき聞いたわ

けですけれども、これはこの中の科目で言えば総務費、それから事業費、それから公債費

すべて入った中で給水原価を出していると聞いておりましたけれども、その辺のところを

確認しておきたいと思う。公債費をそのまま入れるというのは、あのときやはり間違いで

はないかと、公債費は抜くかあるいは耐用年数に応じた償却という形で入れるのが、給水

原価の正確な出し方ではないかという質問をしたかと思いますけれども、その辺のところ

について再度確認をしたいのです。給水原価というのは、どういう計算の仕方が間違いな

いのかということです。それが第１点。 

 それから、これは簡易水道特別会計になっているわけですけれども、町のホームページ

なんかでも給水原価あるいは給水量をどのように出しているかということで、特別会計の

中では、理想からいえば一般会計の繰入金というのをできるだけ少なくした特別会計、そ

の単独の中の会計の中で処理すべきであるというような説明でありました。しかし、やは

りまたこの公債費に戻っていくわけですけれども、借り入れをして簡易水道の諸施設をつ

くり上げていった、それについては当然毎年償還していかなければならない。その償還金

の中には、交付税で措置してある部分がかなりあるという認識なのです。そうすると、こ

の交付税というのは、一般会計の中に入れられているわけですから、簡易水道に限定して

言いますけれども、一般会計から簡易水道の特別会計に入れられるのは当たり前のことで

はないのか。 

 つまりこの単独の水道特別会計の中で賄うというのは、これは不可能ですよと、一般会

計から当然入れなければ、交付金で措置されている部分がかなりあるわけですからという

ことになると、ホームページなんかでも説明が書いてあります。特別会計は、特別会計の

中で全部会計処理するのが望ましいということだけれども、それは不可能なことだと私は

認識しているので、その辺も説明がちょっと違うのではないかという気がするのですけれ

ども、その辺の２点についてどのような解釈をできるのかお尋ねします。 

〇水沢議長 施設課長。 
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〇松田施設課長 給水原価につきましては、歳入の使用料を有水水量で割ったのが供給単

価、給水原価が歳出の計から歳出の建設改良費を有水水量で割った額が給水原価というこ

とで、今松井議員が言いましたとおり、私も建設改良を対象とした中身が給水原価という

ようなことで、過去にはそういうことで覚えていたのですけれども、前任課長の説明でい

くと、償還も含んだ全部というような説明ということで、最近そういうふうに変わったと

いうことでございますので、その辺そういう中身について確認は今現在しておりませんけ

れども、それにつきましては正確に調べまして、後日お知らせしたいというふうに考えて

おります。 

 それと、交付税に算入、いわゆる建設改良に伴う補助残に対しての交付税を算入される

という算定がされているのではないかということで、その辺については補助残の起債充当

に伴う残について一部交付税措置されているということでございます。 

〇水沢議長 暫時休憩します。 

 

午後 １時５２分  休憩 

午後 １時５６分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 施設課長。 

〇松田施設課長 大変申しわけございません。先ほど私、昔は建設改良分に相当する分を

水量で割ったのが給水原価と記憶していると、最近公債費等も含んだ中でということで、

その辺確認するというような話をしましたけれども、一応前任課長が説明したとおり、給

水原価を算定するに当たっては、人件費、それから動力費、薬品費、修繕費、建設改良費、

それから公債費、そして元金、利子等を含んだ中身で給水原価を算定して、審議会にかけ

ているということで、これについてそういう方法に変わったということでございます。 

 それと、交付税の関係につきましては、その会計に対して一般会計から繰り出していい

という繰出金の枠がありまして、それを超えた場合に対して交付税措置、一般にあるので

すけれども、繰り出し基準を超えた場合に交付税措置されるということでございます。  

（「給水原価に公債費を入れているというけれども、公債費を入れているの間 

   違いでないかと、それを聞いている。その考え方がいいのかどうかと聞い 

   ている。その答弁を」の声あり）                                    

〇水沢議長 暫時休憩いたします。 

 

午後 １時５８分  休憩 

午後 ２時０９分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
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 施設課長。 

〇松田施設課長 大変申しわけございません。 

 給水原価の算定につきまして、日本水道協会で制定している水道料金算定要領の中で、

算定の中身は資本費を入れるということでございますけれども、資本費の中で支払利息、

それから維持管理費、それと企業債償還金ということで、これを入れて算定をしなさいと

いうようなことになっておることから、今回の給水原価につきましては公債費も含んだ元

利合計の額も算入するというようなことでございまして、前任課長の申した前回と同じ内

容ということでございます。 

〇水沢議長 11番、松井議員。 

〇松井議員 そのとおり、前にお答えいただいた中身と結果としては同じ内容になってし

まうのかなという気がしますけれども、給水原価の水道料というのがたしか３分の１か２

分の１だったかなと思いますけれども、だからそういうので非常に安いのですよというよ

うな表現だったと思う、妥当なのですという表現だったのではないかと思いますけれども、

一般的に償還金まで、要するに公債費になるのですか、償還金というのはイコールその年

の公債費になるのですか、まで入れるというのは絶対間違っているのです。だけれども、

そう計算しなさいということだから、それはそれとして。 

 あと、これはまた５月か６月のホームページに載っていた給水原価についての質問だっ

たのではなかろうかなと思いますけれども、特別会計の中で特別会計はその枠の中で、で

きれば歳入歳出をやるべきだと、一般会計からの繰り入れというのは望ましくないのです

という説明があったけれども、あとの説明で公債費が入っているということについては、

公債費の何割かは交付税として措置されているはずだと、私のとらえ方です。間違ってい

たら言ってください。地方交付税の中で措置されているはずだと、その地方交付税という

のは一般会計の中に入っているのだから、一般会計から水道の特別会計の中に入れるとい

うのは当然のことなのだから、特別会計の枠の中で処理するということはしょせん不可能

なことですということを言っているわけで、その辺のところの説明がちょっと違うのでは

ないですかと。 

 例えば模範牧場の会計とか、単独でできる特別会計もあるけれども、事簡易水道会計に

ついては、それは無理ではないですかと、特別会計の中身で全部処理するというのは、赤

字出る出ないは別としてということを言っているのです。そのことについては、説明はち

ょっと行き違いがあるのでないですかということを言いたいのですけれども、どうとらえ

ますか。 

〇水沢議長 暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時１４分  休憩 

午後 ２時１６分  再開 
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〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 助役。 

〇安藤助役 簡易水道会計、それから公共下水道会計も同じなのでございますが、交付税

で繰り出し基準というものがございます。その分は、特別会計の方に繰り入れしなければ

ならないということでやっております。それでも足りないから、そのほかの一般会計の繰

り出し、それも含めてやっている状況でございます。 

 それで、交付税分が幾らなのだということになりますと、この算定するのが本当に今の

ところ何ぼという金額は出ないのですけれども、繰り出し基準額というのは決まっている

そうです。それで、その分は入れていると、それでも足りないから、ほかにまた一般会計

の方から繰り入れして、そしてやっているということでございます。これは、簡易水道の

会計でなくても下水道会計、それから先ほども言いました国保の関係も法定外の分で一般

会計から繰り入れしているということでやっております。 

〇水沢議長 11番、松井議員。 

〇松井議員 大体説明、わかりました。ということで、ホームページを確認してもらえれ

ばわかりますけれども、特別会計内で全部処理するのが望ましいのはあれとして、一般会

計から繰り入れするのが、繰り出し基準の額は当然のことなのです、そうしなければでき

ないのですということだけは間違いないです。とすれば、私も表現定かでないのですけれ

ども、特別会計内でやるべきだという、そういう断定はできないということになりますね。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 その関係につきましては、浦幌ではなくて隣の池田町は公営企業として水道

事業をやっております。あそこの会計については、今交付税の繰り出し基準というものだ

けは入れて、そしてその中で経営をしているということでございます。あそこの場合は、

帯広から水を買って十勝管内でも高い方の給水単価ということでやっているということで

ございます。ですから、繰り出し基準の中であと経営していくということになりますと、

今以上の単価をもらわないと経営していけないということでございます。 

 それと、ホームページの関係につきましては、後でまた確認しまして、その辺について

は、直すところは直していきたいと思っております。 

 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。 

 これより認定第10号を採決いたします。 

 認定第10号について、原案のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇水沢議長 起立多数であります。 

 よって、認定第10号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 
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  ここで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。 

 

午後 ２時２０分  休憩 

午後 ２時３０分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第１１ 議案第６１号 

〇水沢議長 日程第11、議案第61号 浦幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の全部改

正についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 議案第61号 浦幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の全部改正につ

いて。 

 浦幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の全部を別紙のとおり改正する。 

 平成17年９月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。初めに、別冊の議案説明資料１ページの説明をもって条

例改正の改正文の朗読を省略させていただきますので、ご了承賜りますようよろしくお願

いいたします。 

 それでは、議案説明資料１ページを説明いたします。 

 浦幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の全部を改正する目的は、現在地方自治体は

資源循環型社会への対応が強く求められており、廃棄物の排出抑制と再生利用の促進、そ

して適正な処理を行うための方策を明らかにすることにより、町民の生活環境の保全と公

衆衛生の向上を図ることを目的としております。 

 あわせて現在の一般廃棄物処理センターの最終処分場の埋め立て容量が残り少なくなっ

たことに伴い、平成18年４月から一般廃棄物を十勝環境複合事務組合のくりりんセンター

へ運搬し、処理を行うことから、収集区分や処理手数料の改正が必要となるために、条例

の全部を改正するものです。 

 改正の主な内容でございますが、１点目として廃棄物の処理及び清掃に関する法律第４

条に規定する国及び地方公共団体の責務を受けて、新たに町の責務について規定したこと

であります。その内容は、町は再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進などを通

じて廃棄物の排出抑制と適正な処理を行うこと。一般廃棄物処理事業に当たって、施設の
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整備と作業方法の改善を図り、効率的かつ適正な運営に努めること。一般廃棄物の分別収

集を行い、町みずから再生品を使用して廃棄物の減量に努めること。町民及び事業者の意

識啓発に努めること。廃棄物の減量や再生品の利用を促進するために、町民及び資源回収

業者に協力を求め、支援するように努めるという内容でございます。 

 ２点目は、法律第２条の３に規定する国民の責務を受けて、新たに町民の責務について

規定したことであります。その内容は、一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方

法で処分することができるものはみずから処分して、廃棄物の抑制をし、分別排出に努め

ること。商品の購入においても、廃棄物の減量と環境の保全に配慮した商品を選択し、再

生品の利用と不用品の活用に努めること。廃棄物の再利用促進のための集団資源回収等に

自主的に参加して、廃棄物の減量と資源の有効利用に努めること。廃棄物の減量と適正な

処理のため、町の施策に協力すること。みずから処分することができない一般廃棄物を排

出するときは、定められたごみ容器を使用すること。 

 ３点目は、事業者の責務について、廃棄物の減量のため、発生抑制と再利用の促進をす

ること。物の製造、加工、販売等に対し、製品や容器等が廃棄物になった場合に、適正な

処理が困難とならないように製品、容器等の開発に努めること。物の製造、加工、販売等

に際し、再使用可能な包装、容器等の使用と、使用後の包装、容器等の回収により廃棄物

の減量に努めること。廃棄物の減量と適正な処理のため、町の施策に協力することを追加

して規定したところであります。 

 ４点目は、多量の一般廃棄物についての基準を改正前は規則への委任で規定しておりま

したが、今回条例において具体的に規定したところであります。１日平均150キログラム以

上一般廃棄物を排出する方、または一時的に300キログラム以上一般廃棄物を排出する方に

ついては、運搬すべき場所等を指示することができるとしております。 

 ５点目は、新たに事業系一般廃棄物の処理について規定したことであります。第５条で

は、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物をみずからの責任において適正に処理

するということが規定されており、この規定を受けて、事業系一般廃棄物をみずから処理

することができないときは、一般廃棄物収集、運搬、処理を行うことができる許可業者に、

その収集、運搬、処理を行わせることとしております。現在本町においては、希望事業者

に委託業者と委託単価を示すため、準備委員会を立ち上げて委託すべき業者選定やごみの

収集、運搬、処理に係る委託料の設定単価について、業者からの見積書の提出を求めてい

る段階であり、その後協議を行って来年４月のスタートに向けて準備をしております。 

 ６点目は、新たに適正処理困難物の指定について規定しました。適正処理困難物とは、

一般廃棄物のうち人体や環境への影響上、有害、有毒なものとして有害性があるもの。例

えば蛍光管、水銀体温計などがあります。爆発や揮発、引火性があって危険なものとして、

危険性があるもの。例えばエアゾール缶、石油類、カセット式ガスボンベなどがあります。

運搬が困難な重量物や破砕が困難な堅牢なものとして、処理の困難性があるもの。自動車、

オートバイ、家電製品の中でもテレビ、冷蔵庫などがあります。 
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 ７点目は、一般廃棄物処理手数料の改正と納付方法の変更及びし尿手数料の徴収方法を

規定しました。家庭系廃棄物処理手数料は、別表第１に記載のとおり燃やせるごみ、燃や

せないごみとも共通で、新たに7.5リットルの指定袋を設けたこと。従来の15リットル、30

リットル、45リットルの指定袋との４区分とし、7.5リットルは20円、15リットルは40円、

30リットルは80円、45リットルは120円の手数料をいただくことといたしました。この手数

料改正するに当たり、処理場までの運搬距離が遠くなるための経費、処理費が10キログラ

ムで160円かかること、分別区分が異なるために収集、運搬する車両を１台体制から２台体

制にしなければならないことによる購入費とその後の維持管理経費が増大することなどか

ら、やむなく町民負担を家庭系廃棄物の収集、運搬、処理に係る経費総体の15.5％をご負

担願うこととさせていただきました。 

 経過措置として、規則において規定しておりますが、ご家庭にストックしてある改正前

のごみ処理袋は燃やせるごみ用としてのみ活用し、手数料の不足分だけのごみ処理シール

を１枚なり２枚なり３枚なりを張って出された場合は、収集していくことといたしたいと

考えております。また、粗大ごみは、改正前は個数単位でしたが、従量制とさせていただ

き、シール１枚の単価を10キログラム未満は100円、10キログラム以上30キログラム未満は

300円、30キログラム以上80キロ未満は500円とさせていただきました。粗大ごみは、ご家

庭からの引き取り依頼を受けて、個別に収集、運搬、処理をすることから、粗大ごみの収

集、運搬、処理に係る総体経費の50％をご負担していただくことといたしました。納付方

法の変更については、改正前はごみ処理袋を購入することにより手数料を支払ったことに

なっておりましたが、今回の改正では収入証紙が印刷された指定袋による手数料の徴収に

改めたものでございます。町民の方が取扱店で購入するという点では、変更がございませ

ん。し尿処理手数料の徴収方法については、別表第２のし尿処理手数料を、これについて

は従前と変わってございませんが、直接許可業者が徴収することを規定したものでござい

ます。 

 ８点目は、手数料の減免から免除に改めたものでございます。改正前は、各個人が一般

廃棄物を一般廃棄物処理センターへ直接搬入された場合には、災害等の事情により処理手

数料の減額とか免除をすることができましたが、今後においては各個人がくりりんセンタ

ーで直接徴収することになるため、減額という方法はとらず、免除のみを行うものとした

ものです。なお、免除の具体的内容、方法は規則と要綱で定めることとしておりますが、

想定しているのは天災等に伴って排出される一般廃棄物、ボランティア清掃活動から排出

される一般廃棄物、子育て支援の一環として乳幼児の紙おむつや障害者、高齢者福祉の一

環として町民税非課税世帯の常時寝たきりの方の紙おむつでございます。 

 ９点目は、一般廃棄物収集、運搬等の申請及び許可についての具体的な手続について、

規則で規定することといたしました。 

 最後に、この条例の施行日は、平成18年４月１日から施行することとなります。 

 なお、２ページから５ページまでには、参考までに条文ごとの改正内容について記載さ
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せていただきました。 

 以上で議案第61号  浦幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の全部改正についての説

明を終了させていただきますので、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

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。 

  １番、森議員。 

〇森議員 廃棄物の項目でございますので、一つ確認をさせていただきます。ご承知のよ

うに、何日か前から庁舎の前を非常に、産業廃棄物の不法投棄ということでいろいろ話聞

いておりますが、その辺の実態を確認をさせていただきたいと思います。 

 産業廃棄物の不法投棄をされているのか、またそれが地下に浸透しまして、町民はこの

水を本当に飲んでいるのか、その辺の実態を確認させていただきたいなと思います。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 今の森議員からのご質問でございますが、産業廃棄物の所管していると

ころは、北海道が産業廃棄物処理の関係については許可権者であります。本町には直接の

許可権限等はございませんが、町民からの申し入れがあったということで、私どもとして

はそのときの話として、河川敷も関係するし、また火山灰を採取した跡に産業廃棄物を埋

め立てしているのではないかというふうなことでございましたので、その日の午後に施設

課長と一緒に現地を外側から見てまいりました。我々には、立入検査のための権限がござ

いませんので、外側から見てはきたのですが、その後翌日十勝支庁の環境生活課の方へ行

きまして、こういう申し入れがあったということでお話をしてきております。 

 そして、それを受けて十勝支庁では８月３日に現地に立入調査を行い、その後３日ぐら

いたってからでしたけれども、そういうものは発見されなかった、立入調査の結果は正当

に処理されているということでの回答を得ておりますので、何ら今言われているような状

況というのは確認されておりません。 

 それが、産業廃棄物の関係としての答弁とさせていただきます。 

〇水沢議長 施設課長。 

〇松田施設課長 水質の関係でございますけれども、一応廃棄物中間処理でリサイクルを

するということで、舗装の殻、コンクリート殻、木くず、伐根等を堆積してあります。そ

れは、リサイクルということで舗装とかコンクリートは、またリサイクルに使うし、伐根

等についても乾かして敷きわらとか、そういうふうに使うということで、現地的には有害

物質が地下に浸透して河川を汚染するというような状況ではないということ。 

 そしてまた、河川から浦幌川に注いでいると、そして浦幌川の市街の下流の帯富のとこ

ろで、原水というのですか、川水を取水して浄化して市街地区の水道水として使っている

ということで、原水についても、それから原水を浄化した浄水にしても水質検査の結果特

に問題ないと。有害物質、重金属等を含んでいるという中身ではないと。物質が舗装の殻、

コンクリート片というような形で、特に重金属等を含んでいるという中身もないというこ
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とで、今盛んに訴えている中身は今は問題ないけれども、20年後、30年後、地下を浸透し

て浦幌川に流れてくるのではないか、それは行く行くは浦幌の市街地区までたどり着いて、

そういう水質が悪くなるのでないかということの懸念で回っているのですけれども、現在

のところは水質的には上水道についても問題ないと。将来的においても、先ほど申し上げ

た物質ですので、将来的にも問題はないというふうに考えております。 

〇水沢議長 まちづくり政策課長。 

〇山崎まちづくり政策課長 ただいまの件につきましては、私どものまちづくり政策課を

窓口といたしまして、特定開発行為として火山灰の採取が北海道知事から許可されている

という内容でございましたので、ちょっと手元に記録がございませんけれども、８月の中

旬ごろだったかと思いますけれども、そういう許可経由の担当として鎌田建設の役員の方

に来庁していただき、関係者、浦幌町の関係窓口でありますまちづくり政策課、それから

町民課、それから施設課という三者同席の中で写真を初めとする関係書類帳簿を見せてい

ただきながら説明を受けたところでございます。 

 その説明の内容につきましては、本別町の役場は当然のことながら、警察、それから許

認可をしております北海道、それから保健所それぞれ関係者がそれぞれの権限を持って立

入検査をしたということでございます。その結果についても、十勝支庁長から公文書をも

って、申し立てをしているといいましょうか、疑いを持たれているといいましょうか、そ

ういう方にも異常がなかった旨の報告をしているということも、私ども口頭の上報告を受

けている中身でもございますので、報告をさせていただきます。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

 10番、田村議員。 

〇田村議員 今のごみ処理問題とは関係ないかと思いますけれども、今森議員の方からご

意見が出ましたので、確認の意味でお聞きしておきたいなと思いますけれども、このよう

に大変にぎやか盛大にこいうふうにして町民に対し、そのアピールをしているわけですけ

れども、それだけの課長の内容を精査したのであれば、今のやっている行為が町民に対し

て誤解を招くというようなことになりかねないので、そういうことはきちっと対応すべき

でないかなというふうに思う一人でございます。 

 そんな中、火山灰のとられた跡をそういう中継基地というようなことでご使用になられ

ているというようなことの中で、その許可は何年に許可がおりているのか、その辺を確認

させていただきたいなと。実は、言われている内容とすれば、15年も前からということに

なれば、それはその年数と果たして合うのか合わないのかというような問題も、これはや

はり実査的に火山灰のとった跡を影響があるないは別にして、現実に早くに埋め立ててい

るということを確認をしているようでございますので、その辺は重機でそこら辺に埋め立

ててないかの確認をされたかされないのかもあわせてお聞きしたいなというふうに思いま

す。 

〇水沢議長 まちづくり政策課長。 
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〇山崎まちづくり政策課長 答弁資料準備のため、暫時休憩をお願いします。 

〇水沢議長 暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時５１分  休憩 

午後 ２時５５分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 まちづくり政策課長。 

〇山崎まちづくり政策課長 北海道の自然環境保全条例に基づきまして、特定開発行為の

許可の経緯でございますが、行為の種別は土砂の採取ということであります。目的は、火

山灰の採取、販売。それで、この手続が行われておりますのは、平成９年４月24日で、平

成９年の８月21日に許可に、平成14年12月までの期間に許可になっております。その後期

間満了後、平成14年並びに14年の申請に基づいて最終的に17年の７月に現在の許可がおり

ているという状況にございます。その間に、ご質問にありましたように、不法投棄の確認

が行われたということでございますけれども、浦幌町は経由機関として形式的審査を行っ

た上、進達をするという手続になっておりますので、実質的な審査はしておりません。 

 以上です。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 申しわけありません。平成９年で許可が出ているとすれば、今言われている

のは15年前からなされているということになれば、６年間前からそこに投棄をし、穴を掘

って埋めているのだという実態の中では、それは口頭で十勝支庁がどう言おうとこう言お

うと、実際的にその業者に事実関係として、こう言われているのだが、そこへ穴を掘って

いけているということで、十勝支庁にでもどこにでも、一応やっぱり重機で確認をしてみ

る必要があるのでなかろうかと。それは、表面上見ただけではわからないということであ

れば、それは処理上問題がないかもしれないけれども、掘って埋めてあるということの実

態を調査しない限り、それを正当化するということが、果たして言っていることと町民に

対する誤解とのスタンスを縮めることは不可能になるのでなかろうかなというふうに思う

けれども、どのぐらいの町としての権限が、要請ができるかはわかりませんけれども、そ

の辺十分検討しながら、言われている実際とのそのひずみを少しでも縮めることを考えて

いくのが一番妥当なのかなというふうに思いますけれども、何せ町民に誤解を招かないよ

うな方法を、また不安を与えないような方法を講じるだけの責任は行政としてあるのでな

かろうかなというふうに思いますので、その辺十分心してやっていただきたいと思います

ので、十分な調査をしてほしいなというふうに思います。 

〇水沢議長 まちづくり政策課長。 

〇山崎まちづくり政策課長 先ほど８月ということで、日時は定かでないというようなお

答えしましたけれども、８月の23日に実は聞き取り調査、それから書類の調査、写真の点
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検をさせていただきました。 

 それで、現地への立ち入りにつきましては、今言われているということを根拠にしなが

ら、進達の立場である私どもがそれ以上のことを今する権限も何もございませんので、こ

の後許認可をしております上級官庁、指導機関と相談をしながら我が町にとってやれるこ

とがあるのかないのか、いま一度勉強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 ほかに質疑ございませんか。 

 ４番、差間議員。 

〇差間議員 産業廃棄物、これどこのものなのでしょうか、我が町のもの一部でもあるか、

また本別町の向こうの方面のものばかりか、また何で浦幌町に来たと、一番大事なことだ

と思うのです。何で浦幌町にごみを持ってきたと。資源かなんかわかりませんけれども、

今特に瀬戸内海かどこかでテレビでちょっと見たことがありますけれども、産業廃棄物を

今撤去しています。今田村議員が言ったように、我が町のごみ、リサイクルかなんかわか

りませんけれども、そういう産業廃棄物、我々にしたらごみですから、何のために我が町

に持ってきたか、それをちょっとお聞きしたいと思います。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 先ほども申し上げましたが、この産業廃棄物の中間処理施設ということ

での許可権者は道ということになります。知事の許可権限という形で、実際は十勝支庁で

事務を受け付けて許可行為をしているわけですが、その際中間処理の施設についてそこに

設置しようとしている町村長の意見を聞くというふうな形はございません。 

 管理型の処分場、埋め立てていく管理型、そういうものについては市町村長の意見を聞

くと、そこに持ってきてもいいかどうかという意見は聞かれますが、相川にある中間処理

の施設については、町村長の意見は一切聞かれない。また、私どもの知っている範囲では、

あそこは自社の所有地というふうに聞いておりますので、町外の方が浦幌町内に土地を持

っていたと、そしてそのところに中間処理施設を計画し、道に対して申請を行い許可され

たということでございまして、浦幌町としてそれを持ってくるのがいいとか悪いとかとい

う意見を申し述べる機会を法律的に与えられておりませんということでご理解願いたいと

思います。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 今の課長の話であると、まだまだあるかもわからないということです。まだ

まだふえる場合もあるのでしょう。何あんたそんなこと言うの。 

 町長、どうですか、考え。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 許可については、今亀山課長が説明したとおり、町村長に許可権、また意見

を言う機会はないということでございます。 

 不法投棄とか、また最終処分場というのとは違って、中間処理ということで、そこには

一時堆積してあるけれども、最終処分場は別なところに持っていって処理をするというこ
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とです。最終処分場ではありません。そういう状況で処理をされているということです。 

 また、不法投棄とかということであれば、もちろん私どもも警察に届け出て捜索という

形になるわけですけれども、また不法投棄でもない、また設置を許可する段階で町村長が

意見を言う機会もない、そういう状況にあるということでございます。そのことをきちっ

ととらえていかないとならないのではないかなと思っております。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 私の言うのは、こいうふうにきのうからこういうような街宣車が走ってある

くと、それでも我々黙って聞いていますけれども、今言っている人は実際にそのとおりな

のです。町民そういうような判断しないですよ、これ。町が何も言えないで、不法投棄で

はないけれども、中間処理でそういうものを置いている、あの街宣車はそう言っていない

です。うそ言っているのですか、あれ。課長、どうですか、その点。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 今現在十勝支庁等が立入調査したところの結果を聞いている限りでは、

今言われているような、街宣しているような事実は見当たらなかったということでござい

ます。 

〇水沢議長 差間議員の発言は、既に３回に達しておりますけれども、会議規則第55条た

だし書きの規定により、特に発言を許します。 

 ４番、差間議員。 

〇差間議員 確かにああいうことを言われたら我々も心外なのです。議会は何やっている

のだと言っているのと全く同じですから、そこで何か対応を考えなければだめだと思うの

です。言われ放っしで、決して町民だっていい感じしないです。それを言いたいのです。 

 ですから、我が町のそういうような産業廃棄物であれば、我が町そういう処理するよう

ですけれども、本別から何で、町長にそういう権限がないとしても、何で浦幌町にそんな

ものを持ってくるのだと、この基本的な考えを聞いているのです。わかりました。そうい

う考えであれば、ああいう方ががんがんやっても我々は黙って聞いているよりしようがな

い、そういう認識で考えていきたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 浦幌町の場合は、一般廃棄物の最終処分場を持っております。あそこで埋め

立てしております。これは、許可をもらってやっております。今の場所は、そういう産業

廃棄物であっても最終処分場ではない、中間で処理して、最後はどこか違うところで最終

処分はされるという状況なのです。一時的に、あそこでリサイクルに供するためにあそこ

に積載しているというふうに説明を受けております。そういうことでありますので、私ど

もとしては立場上のことをきちっとわきまえていかなければならないなと、こう思ってお

ります。 

 それから、よその町から持ってくる、またよその町に持っていくと、またいろんなこと

があるのでしょうけれども、やはり最終処分場ということであれば私たちのところに求め
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られるということで、その段階で私たちは言っていけるのではないかなと思っております。

多分課長の説明を総合して判断すると、今の法の中ではそれをとめることはできないので

ないかなというふうに、それをということは中間処理を他町のものであろうと我が町のも

のであろうと、中間処理として権利を得ているものについて私どもがそれをとめることは

できないのだろうなと、こ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。 

 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 ささいなことかもしれませんが、条文の文言についてちょっと確認をしたい

と思います。 

 条文の中の町長という文言については、町長が許可をするとか指示をするとか、そうい

う部分で使っております。それから、町がという場合には、行動を起こしたり、責務を負

ったりしてやらなければならない場合に町がという言葉を使っております。 

 そこで、11条、町民は、町が別に定めた区分、ここで町がとなっていますね、同じ11条

の２項で町長の定めると、こいうふうになっています。それから、17条ですけれども、後

半でこれも町長の定める、これも定めの部分で町長と使っておりますが、そうやって見ま

すと11条の冒頭の町民は、町が別に定める、別にとつくから町長でなくて町なのでしょう

か、この文言の使い方が統一していないのか、判断が間違ってないのか。条文ですから相

当きちっと検討はされていると思うのですが、ちょっと読んでいるとあれと思う部分なの

ですが。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 今ご指摘の11条についてですが、11条第１項、第２項、そしてまた第17

条の関係でございますが、第11条の第１項では、町民という言葉がございます。町民は、

いわゆる役場が定めた分別区分に従って出しなさいというふうな言い方でございます。と

いうふうに考えております。また、第２項については、これは規則で排出方法等を定めて

おりますということの意味合いも含めての町長という書き方をしております。また、第17

条については、町長の定めるところにより申請しということは、規則で定めているという

ところで、町長のというふうな言い方をしておりますが、一貫性がないのでないかと言わ

れればご指摘のとおりかなというふうに思います。 

 今一貫性がないというふうに申し上げまして、その中でも意味合いとしてはご理解いた

だけるのかなというふうに思いますので、何分ご理解のほどよろしくお願いします。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 もちろん意味合いが違ったりするわけではございません。ただ、今、課長も

答弁であったように、一貫性がないというか、言葉の使っている意味合いにばらつきがあ

って、変だなと思う部分でありまして、それを改めて統一するつもりがないのか、これで

いいとするのか、その辺のところをしっかりと見解を持って答弁いただきたいと思います。 

〇水沢議長 町民課長。 
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〇亀山町民課長 町長という文言の使い方としては、権限だとか、許可の権限を与えると

かというふうな、許可の権限というふうな形の中のとらえ方。また、町というとらえ方に

ついては、行政行為を行うというふうな形の考え方というふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いします。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 そのことは、私が質問した冒頭で、私の方から説明したでしょう、そういう

ふうに理解していると。そういう中では、11条の冒頭の町が別に定めるというところがち

ょっと一つだけ変ではないのかなというご指摘をしているのです。 

〇水沢議長 暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時１５分  休憩 

午後 ３時１８分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

  町民課長。 

〇亀山町民課長 第11条第１項の町民は、町が別に定めた分別区分に従いという部分でご

ざいますが、これは法規の行為はとらないで、今回で言えば来年４月から搬入するくりり

んセンターでの指示によるものというところで、それを受けて町が別に定めた分別区分と

いうふうなことのとらえ方でしております。 

 くりりんセンターへ搬入する際に、そういう分別の区分等については、条例、規則等に

おいてそういう定めをしないということで、法規上の定めをしないことによるものという

ことでご理解をいただきたいと思います。 

〇水沢議長 もう少しわかりやすく説明してください。 

  町民課長。 

〇亀山町民課長 申しわけございません。第11条の第１項につきましては、条例、規則等、

要綱等で定めるものでなく、法規文では定めないものということでございます。また、第

２項なり第17条については、町長の定めるというのは、規則を指しております。規則の方

で、11条第２項のこと、また第17条のことについては規則において定めているということ

でご理解をいただきたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 今私もちょっと聞きながらなかなか難しい文言だなと思っておりました。た

だし、これはやはり条例をつくるときにはそれぞれ条例に基づく使い分けというものを十

分吟味しながら使い分けをしていかなければならないということだと思います。 

 すべて町長がとか町がとかということで統一はできないということで、きちっとした使

い分けをしていると、私は思っております。というのは、この条例をつくる考え方はもち

ろん私が出しますけれども、条文の整理というのは専門家であります職員がきちっと見て
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やっていると、私はそう信じておりますので、どうかひとつ、いろいろと疑念の点もあろ

うかと思いますけれども、その必要な使い分けというものを行っているというふうにご理

解をいただきたいなと、こんなふうに考えております。 

〇水沢議長 よろしいですか。 

  14番、島田議員。 

〇島田議員 今の問題は、要するところ人的な、先ほど課長が言われたことでいいと思う

のですが、町長の権限によるところの部分では、町ではないのです。だから、そこの使い

分けはそれぞれの条文の中で出てくると思うのです。だから、指示するだとか、町長の責

任において何かをやるという部分は、これは事業全般の法で定められている中身とは、裁

量権といいますか、が働く部分はこれは町長という言い方になるのかなと思います。 

 それと、ささいなことを１点伺いたいのですが、今まで燃えるごみ、燃えないごみとい

う分け方よりも、要するところ埋め立て方式で町独自でやってきたわけですけれども、今

度は言ってみれば燃えるものなら何でも燃やしてしまうのだと、それで燃えるごみと燃え

ないごみに分けるのですけれども、私化学はわかりませんが、プラスチックまで燃やすわ

けでしょう、果たしてそういう焼却方法が基本的に環境に、それは基準クリアしているか

らということになろうかと思うのだけれども、その基準とて人間がつくったものですから、

考え方なのですが、やはりプラスチック類は浦幌だけの問題ではなくなりますけれども、

燃やすべきではないというふうに判断しているのです。 

 もし、その辺でお考えがあれば、伺っておきたいと思います。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 今島田議員の方からプラスチックも燃やすごみになるのかということの

趣旨の発言かと思いますが、プラスチック類、また金属製品、瀬戸物、ガラス、刃物等に

つきましては、燃やせないごみということで破砕処理をして最終処分場に埋め立てていく

ことになります。 

 また、燃やせるごみというのは、生ごみ、資源回収に出ない布類、そして紙類、そして

草だとかペットのふんや砂、木製の食器だとかたばこの吸い殻などが燃やせるごみという

区分になりますので、今お話のプラスチック製品については燃やさないで破砕処理の上、

最終処分場に埋め立てるという方法をとることになると思います。現在もくりりんセンタ

ーではそのように行っております。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 ちょっと認識不足でした。私は、それこそ燃えないもの以外はみんな燃やす

のだという認識に立っていたのです。そして、何百度だか以上で常に燃やしていれば、ダ

イオキシンも少ない、そういう基準をクリアしているのだというふうに思っていました。 

 しかし、現実として今、課長が言われたようなことになってくると、さらに分別といい

ますか、燃えるごみ、燃えないごみという分け方の中でプラスチックも別に出す。ビニー

ル類も燃えないものとして出していくというふうになると、今まで以上にまた分別も難し
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いのかなと、その辺で面倒くさいやと混じっていたとしたら、これは持っていかないので

しょうか。そういうことも起き得るのです。もしくは、いい例ではありませんけれども、

不法投棄、こうしたことがやっぱり発生し得るということが十分考えられるので、ひとつ

実施に向かっては相当指導といいますか、やらないとそれこそ何でもごちゃごちゃになっ

てしまうので、見てすぐわかるのは瀬戸物だとかガラス類は燃えないというのは、これは

わかりますけれども。 

 実際に、私ごとですけれども、毎日ビニール製なのかプラスチック製なのかわかりませ

んけれども、透析に使っている袋が出るのですけれども、今までは一般ごみで出させてい

ただきました。ところが、今度はこれは燃えないごみとして出すとなれば、量的にもそう

なのですが、なかなか厄介くさいものだなというふうに思うのですが、そういった私ども

でいう更生医療にかかわるそうした製品がごみとして扱うと思うのですが、もう少しわか

りやすく説明いただけますか。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 １点目としまして、今後さらに今いう燃やせるごみ、燃やせないごみが

細分化されるのではないかということについてのお話があったかと思いますが、厳しくな

るのでないかということでございますが、現時点でこれが厳しくなるとも、ならないとも

申し上げられませんが、ただ、資源の再生、そしてリサイクルというふうな形が進んでく

れば業者の方で回収すると、そういうふうな形がどんどん出てくれば、一般の廃棄物とい

う形の中でごみとして出さなくてよいものも出てくるのではないかなというふうに考えて

おります。 

 また、不法投棄の問題については、今回10月以降の地域における説明会でももちろん周

知徹底いたしますし、また９月号の広報においてまちづくり条例の制定趣旨の普及のため

に、もちろんその中でも不法投棄についての啓発をしております。そして、もちろん不法

投棄が実際に見つかった場合においては、投棄者が特定された場合については、その方の

ところへ行って回収に努めていただくようにお話し、現在もしております。また、現時点

で大量の不法投棄があって、それが氏名が特定できないというような場合につきましては、

警察の方への告発も考えていきたいというふうに考えております。 

 また、先ほどの人工透析の薬剤の入った袋というふうに考えておりますが、それについ

てはプラスチックごみというふうな形の考えになろうかと思います。また、透析を行う際

に使う針、チューブ、そういうものについては現在のところはそれぞれの医療機関で回収

するということになっておりますし、また今後くりりんセンターの方でもその辺の扱いに

ついて、まだ協議、検討されるというふうに聞いておりますので、その辺が各医療機関へ

の持ち込みということからの変更になった場合については、また町民の皆さんにお知らせ

していきたいというふうに考えております。 

 プラスチックごみというふうな中でいいますと、資源にならないプラスチック製品とい

うことで、パンフレットに例示しているのが、歯ブラシ、ビニールのおもちゃ、文房具で
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プラスチック製のもの、プラスチックのバケツ、ビデオテープ、ＣＤ、スポンジというの

がプラスチックの製品と。また、金属製品として分類されるものが、ビールの王冠、飲み

物の金属製キャップ、アルミホイル、アルミでできた簡易なべなどがこれに当たります。

瀬戸物、ガラス、刃物については、ご存じのとおりだと思います。 

 それで、袋を分ける必要があるかないかと、燃やせないごみという指定袋の中で言えば、

それぞれプラスチックなり金属製品なり瀬戸物、ガラス、刃物について分ける必要はなく、

混合で入れていただいて結構です。それは、あくまでもすべてが燃やせないごみというふ

うな中身のごみであるということで考えておりますので、その点よろしくお願いいたしま

す。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 町民の協力がなければ、この条例はうまくいかないというか、本当に浸透さ

せるまで非常に時間もかかると思います。それで、町民の責務の中の第４条の中に、廃棄

物の排出を抑制するという責務が、努めなければならないというような条文があります。

それと、事業者の責務、事業者という文言なのですが、私たち一般町民が考えるのは、事

業者ということは商店も含めた事業者というふうに考えていいかどうかということを１点

お伺いしたいということと、また第11条の散乱防止ということに、町民の協力義務でうた

われています。これからくりりんセンターに持ち込むために非常に早い時間の収集、多分

午前中に収集してしまうのでないかなというふうに思います。それで、散乱防止のために

毎週出すごみには、カラス、それから猫などの被害に遭わないように注意をしながら、今

までは私の地区で申しますと午前11時ごろに収集に来ていました。その10分か15分ぐらい

前に、うちにいる場合は出していたのですが、そういう時間的なものも今回は変わると思

いますので、この条例が通った暁には細かい指導というか指示というか、そういうものも

含めてしていただきたいということです。 

 それと、料金の設定、今までのほとんど倍になっております。それで、前の一般質問の

ときも、お願いが一般の町民よりありまして、させていただいたのですが、ばら売り、要

するに燃やせるごみ、燃やせないごみと、それと粗大ごみと料金が１カ月五百幾らという

設定になっていまして、年間にしますと7,000円ぐらいになるのですが、要するに投げるも

のに7,000円をかけて手数をかけて燃やせるごみ、燃やせないごみを投げていただくという

ことで、非常に主婦の立場としますと、なるべく高い料金のものはばら売りをしてほしい

ということをこの場でお願いをしておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 まず、１点目の事業者の範囲に商店も入るのかというお尋ねでございま

すが、事業者という定義の中にはもちろん販売行為も含まれておりますので、商店も含ま

れます。また、事業系のごみ収集については、各商店についても事業系のごみの一般廃棄

物の収集という範囲に入ってまいります。 
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 また、収集における散乱防止、また鳥獣のいたずらによる、ごみの袋が破られるだとか、

ごみが散乱するだとかというふうなことでの細かい指導をということでございましたが、

これにつきましては、それぞれ10月からの説明会の中でもお話しして、一応８時半までに

出しなさいという考え方はありますが、ただ、ご自宅にいらっしゃる方については収集車

の音が聞こえてきたら出していただければ、それで結構かと。何が何でも８時半になかっ

たから持っていかないというふうな形ではなく、これも今までどおり、やはり収集車の音

楽を聞いて出される方もいらっしゃると思います。そういう方のための配慮については、

今後とも同じような扱いでいきたいというふうに考えております。 

 それと、料金設定が倍になったので、120円、80円の高額な袋については、ばら売りをと

いうお話でございましたが、7.5リッターの20円の袋については、これは10枚を１単位とし

てお売りいただくというふうに考えております。また、15リッター、30リッター、45リッ

ターについては、５枚を１単位としてそれぞれ取扱店では売っていただくような形で考え

ております。ただ、実際の問題として１枚くださいと、お店に行ったときに言われたとし

ても、それはお店での対応として、それは絶対できないというふうな話にはならないと思

います。その辺は、私どもの方でも取扱店に対して１枚だけ欲しいのだけれどもというふ

うなお客さんがいらっしゃったら、それについても対応していただきたいというふうに考

えております。その点については、指導してまいりたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 わかりました。 

 次に、し尿処理の手数料についてお伺いしたいのですが、（１）と（２）で地域に分か

れていまして、単価が30銭違うのですが、その理由は何でしょうか、お伺いいたします。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 これにつきましては、帯広市にあります中島処理場というところまで持

っていく距離の関係で、上浦幌地区、厚内地区、直別地区については30銭高いというふう

な形になってございます。その点ご理解いただきたいと思います。 

 今回条例改正においては、ここの部分については改正しておりませんで、従来どおりと

いうふうな内容でございます。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

 ３回目です。 

〇島田議員 先ほど言い忘れたのですが、済みません、全体的なことで物事考えられない

ものだから。 

 先ほど私も言いましたけれども、腹膜透析の場合ビニール袋が１日２リットル入りのが

８枚出るのです。週１回にしても、ほぼ一番大きい袋になろうかというふうに思うのです。

120円、されど120円なのです。それで、紙おむつについては、施策的な問題の中で免除と

いう話もあったのだけれども、腹膜透析、私どもにすると命の綱でもあるわけですし、私
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だけでなく結構今ふえております。ぜひ、これは施策的な問題になりますが、このごみの

扱いについても、減免はなしという話なのですが、ひとつ検討いただきたいなというふう

に思いますが、町長、どうですか。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 なかなか難しい質問で、その辺ちょっと私どもも何名町内に自宅でやってい

る人がいるのかとか、そういうことも調査不足だったものですから、今簡単にする、しな

いを即答できる状態でないなと思っております。実際に今言われたような状況で１週間に

１袋使わさるという説明でございますけれども、それはそれとして、人数がどのぐらいい

るのかとかを調査しながら、若干検討する時間をいただきたいなというふうに考えており

ます。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 先ほど収集回数については、ちょっと触れていなかったわけですが、町

の中で言いますと、燃やせるごみについては週１回の収集を行います。また、燃やせない

ごみということについては、２週間に１回の収集ということを考えておりますので、お知

らせしたいと思います。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 ちょっとこういう聞き方はどうかなと思うのですけれども、目的と書いてあ

るのですけれども、これに対する財政的な効果及び行政的な効果、今後どういうような効

果をねらってというのはどのように考えておられるのかお聞きしたいなと思います。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 財政的な効果という点でございますが、やはり今後についても家庭から

出る一般廃棄物の処理に係る経費について、従来からもそうでございましたが、一部町民

の皆さんのご負担をいただくということについての考え方については、それに沿った形の

中で行っておりますし、すべて町が負担する、またすべて町民が負担するということでは

なくて、そのうちの一部についてご負担をいただきたいという考え方であります。 

 財政的な効果といたしましては、もちろん収入としては上がりますが、現在平成16年度

決算で言えば、総体の経費に係る収入というのは14.7％でございます。これが、もちろん

経費として増加する部分もございますので、一概に使用料が倍になったからといって半減

するというふうな形にはならないかと思います。そういう点では、ご負担をいただく15.5％

で今後とも進めていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇水沢議長 よろしいですか。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、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇水沢議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第61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61号は原案のとおり可決されました。 

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

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時４８分  休憩 

午後 ４時００分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第１２ 議案第６２号 

〇水沢議長 日程第12、議案第62号 浦幌町収入証紙条例の制定についてを議題といたし

ます。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 議案第62号 浦幌町収入証紙条例の制定について。 

 浦幌町収入証紙条例を別紙のとおり制定する。 

 平成17年９月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。 

 初めに、別冊の議案説明資料６ページの説明をもって制定条例の朗読を省略させていた

だきますので、ご了承賜りますようよろしくお願いいたします。 

 それでは、議案説明資料６ページをごらん願います。最初に、収入証紙とは、使用料ま

たは手数料の納付に際して、現金をもって支払うのではなく、あらかじめ収入証紙を購入

したことにより、その使用料または手数料を納付したことになるというものでございます。 

 １点目として、この条例の制定の趣旨は、地方自治法第231条の２第１項の規定で、普通

地方公共団体は使用料または手数料の徴収について、条例の定めるところにより証紙の方

法によることができると規定されております。また、浦幌町廃棄物の処理及び清掃に関す

る条例の全部を改正する条例第15条第２項の規定で、家庭系廃棄物処理手数料は浦幌町収

入証紙により納付しなければならないとされていることから、この条例を制定するもので
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ございます。 

 ２点目として、条例の内容についてでありますが、第１条は、趣旨について、証紙によ

る収入の方法等に関し必要な事項を定めると規定しております。 

 第２条は、証紙による収入の方法により徴収する歳入について、家庭系廃棄物処理手数

料を証紙による収入の方法により徴収すると規定しております。 

 第３条は、証紙の種類と形式について、種類は20円、40円、80円、100円、120円、300

円、500円の７種類で、形式は規則で定めると規定しております。20円、40円、80円、120

円は、指定袋に係る収入証紙で、100円、300円、500円は粗大ごみ用シールに係る収入証紙

でございます。証紙の形式は、規則で燃やせるごみ、燃やせないごみともに持ち手と結び

ひもがついたレジ袋形式で、証紙は指定容器に印刷することとし、粗大ごみ用証紙はシー

ルになっておりますので、粗大ごみに張りつけて出していただく方法で定めたいと考えて

おります。 

 第４条は、証紙を購入した町民に対し、町が歳入を徴収したことにはなりますが、領収

書の発行を行わないことを規定しております。 

 第５条は、証紙の取り扱いについて規定しておりますが、証紙は町長の指定する取扱店

で取り扱うこと、規則において取扱店の要件を規定いたしますが、１点目として浦幌町内

に店舗等を有すること。２点目として、町税その他町に対する債務の履行を怠っていない

こと。３点目として、収入証紙の取り扱いに必要な資力と信用を有すること。以上の３点

を要件として考えたいと思います。 

 取扱店は、規則の定めるところにより、証紙を町から買い受けること。規則において、

買い受け申請書の提出、代金は納付書により納入すること。買い受けたときは、受領書を

提出すること。買い受け金額の100分の５に相当する取り扱い手数料と消費税相当額を加算

した額を交付すること。取扱店は、十分な管理に努め、売り渡し状況の報告を町長に行う

こと。各種の証紙を買い受けて常備し、額面の金額で売り渡すこと。取扱店の指定の期間

は、１年以内として考えております。取扱店の指定及び取り消しをした場合は、直ちに告

示することとしております。 

 第６条は、証紙は著しく汚したり破ったものは無効とするという規定であります。また、

規則において、指定容器から切り離した場合は無効として規定したいと思います。 

 第７条は、証紙の返還等について、取扱店は原則的に証紙を返還して現金の還付または

他の証紙と交換することはできませんが、例外措置として証紙の種類及び形式の変更また

は廃止したとき、あるいは取扱店の指定を取り消したとき、その他町長がやむを得ないと

認めたときには返還して現金の還付または他の証紙と交換すると規定されております。 

 第８条、この条例の施行に関し、必要な事項は規則への委任規定であります。 

 附則では、この条例の施行期日を平成18年４月１日から施行することとしております。 

 最後に、条例施行のための準備として、証紙の取り扱いは、施行日前においても行うこ

とができることとしております。 
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 以上で議案第62号 浦幌町収入証紙条例の制定についての説明を終了させていただきま

すので、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

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。 

 これより討論を省略し、議案第62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62号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１３ 議案第６３号 

〇水沢議長 日程第13、議案第63号 浦幌町公民館の設置及び管理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。 

 教育次長。 

〇後藤教育次長 議案第63号 浦幌町公民館の設置及び管理等に関する条例の一部改正に

ついて。 

 浦幌町公民館の設置及び管理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９月５日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開きください。浦幌町公民館の設置及び管理等に関する条例の一部を改

正する条例。 

 浦幌町公民館の設置及び管理等に関する条例（昭和49年浦幌町条例第36号）の一部を次

のように改正する。 

 別表（第12条関係）を次のように改める。 

 浦幌町公民館使用料。１時間当たり。公民館名、室名、昼間使用料９時から17時、夜間

使用料17時から21時30分。 

 浦幌町中央公民館、全室、300円、500円。浦幌町上浦幌公民館、大集会室、1,000円、2,000

円。大集会室以外の室、200円、400円。 

 浦幌町吉野公民館、大研修室、1,000円、2,000円。大研修室以外の室、200円、400円。 

 浦幌町厚内公民館、大研修室、1,000円、2,000円。大研修室以外の室、200円、400円。 

 備考、１、30分以下の端数は30分、31分以上は１時間とみなして算定し、30分は表の２

分の１の使用料とする。 

 ２、冬期間（11月から翌年４月まで）の使用料は、表の1.3倍した使用料とする。 

 ３、営利目的で使用する場合の使用料は、次のように算定する。 
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 （１）、町民は、表の２倍した使用料。 

 （２）、町民以外は、表の３倍した使用料。 

 ４、２日間にわたり葬儀及び告別式等で使用する場合の使用料は、夏期間一律２万5,000

円、冬期間一律３万2,500円とする。 

 附則、この条例は、平成18年４月１日から施行する。 

 この条例改正は、公民館使用料を改定しようとするものであります。このたびの改定で

は、これまで４時間から５時間を一区切りに、時間帯によって使用料が設定されていまし

たが、これを１時間単位の使用料に改め、時間帯区分が午前、午後、夜間、全日の４区分

となっていたものを昼間と夜間の２区分に簡素化させていただきました。また、各室の使

用料は、これまで面積により差をつけていましたが、一定の空間を占有することでは同じ

ですので、大集会室、大研修室などを除き、同一の使用料とさせていただいております。 

 次に、各公民館ごとに説明をいたします。 

 まず、中央公民館ですが、少人数の会議などに使用していただくため、新たに旧教育長

室を小会議室として供用することといたしました。また、使用料につきましては、９時か

ら17時までの昼間が一律１時間300円、17時から21時30分が一律１時間500円といたしまし

た。中央公民館につきましては、昨年12月に策定されました自立財政推計で、平成18年、

19年度は休館をして、平成20年度から会館ということでありましたが、本年５月12日、中

央公民館の平成18年度以降の開館継続を求める要望書が文化協会、女性連など、10団体連

名で町長に提出されましたので、それらの団体と中央公民館の開館について協議した結果、

夜間の管理や清掃などについてご協力いただけることになり、平成18年度以降の開館につ

いてめどが立ちましたので、使用料改定についてご提案申し上げるものでございます。 

 次に、上浦幌、吉野、厚内の３公民館について申し上げます。使用料改定の基本的内容

につきましては、中央公民館と同じでございます。使用料につきましては、大研修室、大

集会室を除き、全室昼間200円、夜間400円、大集会室、大研修室については昼間1,000円、

夜間2,000円に設定をいたしました。また、地元に寺院がないことから、公民館を使用して

葬儀、告別式を行っている地域もありますので、新たに葬儀、告別式のための使用料を定

額で設定をいたしました。これは、使用料を１時間単位で設定いたしますと、葬儀、告別

式の場合、使用料が約３倍となってしまうことから、使用料が極端にアップすることを避

けるための措置であります。これは、吉野公民館を想定した措置でありまして、使用料は

現在の使用料の約1.3倍に設定しております。 

 以上、各公民館使用料の改定について申し上げましたけれども、次に使用料減免基準、

休館日、閉館時間など、条例には規定されず、教育委員会規則で改正を予定している内容

について申し上げます。 

 まず、使用料減免基準の改正ですが、この基準はこれまで免除、７割減額、５割減額、

３割減額の４段階となっておりましたが、これを簡素化し、免除と５割減額の２段階とい

たします。これは、７割減額であった社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体の減
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額割合を５割減額とする内容のものと、町外の各種団体が使用した場合、３割減額だった

ものを町外団体については全額徴収すると改めたものであります。 

 次に、休館日の変更ですが、現在月曜日、祝日の翌日、年末年始を休館日としています

が、これを土曜日、日曜日、祝日、年末年始を休館日といたします。これにより、これま

で休館日でありました月曜日は、新たに開館日とし、原則的には月曜日から金曜日までを

開館日といたします。これは、土曜、日曜の使用が他の曜日と比較して極端に少ないため、

月曜日を開館した方が利用を促進できるのではないかという判断によるものであります。 

 なお、土曜、日曜にイベントなどを予定している団体もあると思いますので、使用申請

があった場合につきましては、臨時開館することも可能といたします。 

 次に、閉館時間の変更ですが、現在閉館時間は22時となっておりますが、これを30分繰

り上げて21時30分といたします。 

 これらは、条例と同じく平成18年４月１日からの施行を予定しております。 

  なお、関係地区及び関係団体との協議は、厚内が７月26日、上浦幌は28日、吉野は29日

にそれぞれ行い、中央公民館につきましては関係団体との協議を７月５日、20日、28日、

８月２日、３日、５日の６回にわたって意見交換や協議を行い、最終日の８月５日には松

井文化協会会長を初め町長、助役、教育長の出席もいただき、今回提出の内容の結論を得

るに至りました。また、公民館運営審議会中央公民館部会を６月の29日、それから公民館

運営審議会を８月11日に開催し、それぞれご理解をいただいたところでございます。 

 以上、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

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。 

 11番、松井議員。 

〇松井議員 ただいま教育次長の方から説明がありましたように、公民館を使用する関係

各団体とかなりの日数協議を重ねてまいりました。特に中央公民館については、自立推計

の中身では来年、再来年の２カ年閉館するということで、これについて閉館については望

ましくないということで要望書も出しておりますが、その話し合いの中でいろいろサービ

スについて詰めてまいったわけでありますが、改めてここで疑問点について質問をさせて

いただきたいと思います。 

 主に使用料についてであります。公民館は、中央公民館、吉野公民館、厚内公民館、上

浦幌公民館と四つあるわけでありますが、中でかなり改正されているわけでありまして、

午前、午後、夜間、全日という区分を昼間と夜間という二つの分け方、非常に簡素化され

てきている。なおかつ時間によって１時間幾らという表現の仕方で改正されているわけで

すけれども、中央公民館とほかの３公民館との違いという部分で、中央公民館は昼300円、

夜500円という金額の設定になっております。上浦幌、吉野、厚内公民館については、昼200

円、夜400円と、いずれも２区分になっているわけですけれども、一つは昼と夜との価格差、

これについては郡部については約倍、１時間200円が400円になっている、それから中央公
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民館については300円が500円になるということで、かなりの価格差があるということで、

これについての算定基準というのはどういうことなのですかということでお話も申し上げ

てありますけれども、改めて質問したいと思うのですけれども、試算では電気料、水道料

等、昼と夜との差はそんなに大きくはないと、日中でも電気を使っているそれぞれの研修

室はあるということで、この価格差がこれほど大きいというのはどういうことなのでしょ

うかということで改めてお聞きをしたいと思います。 

 それから、中央公民館とほかの公民館との価格差が、中央公民館は300円、500円、それ

から他の３公民館については200円、400円、この価格差があるわけですけれども、これは

価格差がなぜついているのか。先ほど言ったように、使用空間についてはそれほど大きな

違いはないのではないか、あるいは経費についてはそれほど大きな違いはないのではない

かというようなことでお話もしておりますが、改めてここで質問させていただきたい。 

 もう一点は、この料金価格体系の改正によりまして、ほかに使っている使用目的が同じ

ようなコミュニティホールあるいはコスミックホールの使用料との絡みでありますが、公

共料金というのはできるだけ公平性を保つべきであるというようなことから、このままで

あればほかの施設との価格差が大きくなりつつあると。この価格差をどのように是正して

いくのかということについて、この３点について質問したいと思います。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 まず、昼と夜の価格差の問題でございます。現行の使用料では、昼と夜

の価格の差は１対2.2です。今回我々が最初に検討したのは、この差を縮めていこうという

ことが基本的にございましたので、最初の原案では１対２まで絞りました。議論の過程の

中では、昼夜の差はつけなくてもいいのでないかというような議論も随分ありましたが、

最終的には１対２を基本にやらせていただきました。これは、一気に同一金額にしますと、

昼の使用料のアップ率が大変上がってしまうということで、なかなか一気にはやれないと

いうことですので、今回基本的には１対２まで持ってきましたので、次いつ使用料の改定

があるかわかりませんが、徐々にこれは統一した方がいいのではないかというふうに考え

ております。 

 それから、中央公民館と他３公民館の使用料の差の問題ですが、これは基本的に現行の

条例をつくったときに、そこの段階から使用料金が違うように設定されています。これは、

恐らく浦幌市街地のように、別の施設が確保されているところと、地区の上浦幌とか吉野

とか厚内のように、それにかわる施設が用意されていないところと、そういったことで使

用料の差の設定がなされたものではないかというふうに考えております。 

 それから、３番目の他施設との関係につきましては、教育委員会ではお話できませんの

で、助役からでも答弁お願いしたいと思います。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 ほかの会館の使用料の関係ですが、今この町の中に４福祉館、４会館がござ

います。光南と南町、宝町、北栄会館、その関係については、今ほかのコミュニティセン
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ター、吉野、十勝太、それから幾千世と吉野の軽スポーツセンター、それの分もあわせて

12月に向けて今検討中でございます。 

 それから、コスミックホールにつきましては、商工会管理ということでございますので、

今回の条例が決まり次第、また商工会の方にもその辺はお話ししていくということにして

おります。 

〇水沢議長 11番、松井議員。 

〇松井議員 先ほども言いましたように、かなりの頻度で話し合いを双方ともして、努力

をしたということで、ある程度合意はさせていただいたわけでありますけれども、１点指

摘をしておきたいのは、先ほど申し上げました昼と夜の価格差、それから中央公民館と他

３公民館との価格差、これについては結局現行の条例がそういう形になっているので、差

をつけた、あるいは昼と夜との価格差をつけたということで、あくまでも現行の条例が基

準になっていると思います。これは、急に大幅に変えるというのは、やはり望ましくない

というようなことも考え方としてはあろうかと思いますけれども、将来的にこれは変えて

いくべきものと考えます。 

 では、将来的にというのがどういうことなのかということですけれども、何年間という

ようなことですけれども、その辺のところを伺っておきたいのと、ただいま助役の方から

返答いただきました12月に向けての検討と。聞いているところによりますと、コミュニテ

ィホールの中でも使用料を取っているところと、取とってないところの差があるというよ

うなことも聞いております。まず、同じコミュニティセンターの内部的な価格差といいま

すか、それを詰めていくのと、コスミックホールについてもなかなか難しいことではない

かなと思うけれども、やはり余りの価格差というのは公共施設の公共性ということからし

て望ましくないということもありますので、そのことについて改めて、かなり困難性があ

ると思うのですけれども、どのような形で進めていくのかなということをお聞きしたいと

思います。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 前段の方の今度はいつかという話でございますけれども、今回公民館の

使用料の改定というのは、実はそれぞれの公民館オープン以来初めての大きな改正でござ

います。それで、教育委員会といたしましては、なるべく今回是正をさせていただけるの

でありましたら、なるべくさわりたくないなという気持ちがあるのですが、19年度以降の

交付税の状況、それから新法による町村合併の動向、そういったもの等を考えますと、公

民館使用料に限らず手数料等も含めて、どこかの段階でまたさわらなければならないとい

うこが出てくるのではないかなというような見通しで考えております。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 コミュニティセンター、それから軽スポーツセンターにつきましては、それ

ぞれの地域の目的という部分もございます。そういうことで、他地域の方が使用する場合、

そういうことで使用料も、それから個人的に使用するときにつきましても使用料を今後検
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討してまいりたいと思っております。その辺は、今作業中でございますので、12月にまた

提案していきたいと思っております。 

  それから、コスミックホールの関係については、先ほども言いましたように維持管理し

ているところは商工会でございます。そういうことで、今後商工会とも協議してまいりた

いと思っています。 

 よろしくお願いしたいと思います。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 大幅な改正ということで、いろいろと変わってきてますけれども、備考の欄

の30分以下の端数は30分、31分以上は１時間とみなして算定しということがうたわれてい

ます。これは、だれかがついていて、この時間の確認をするのかどうかということを１点

お伺いするのと、それと例えば葬儀等が発生した場合、日曜日等にイベント等をというふ

うにうたわれていますが、これに該当するかどうか、これの確認。葬儀の場合は、土曜日、

日曜日とか関係なく発生すると思うのです。そういった特殊な場合は、どのように処理す

るのかということと、あと減免の措置で１時間当たり300円ということなのですけれども、

５割減免ということで、今までもある程度減免措置をとりながら私たちも利用してきたの

ですが、ほかの施設になるべくお金のかからないところを見つけて費用の安いところで、

いろんな補助金が次々とカットされたり、一切出ない団体もあるということで、今までは

非常に使いやすかったのですが、こういういろいろと細部にわたって細かく決められると、

ますます利用の回数が減っていくのでないかなという思いがしてるのですが、その辺なん

かは今後どのように考えて提案されたかお伺いいたします。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 まず、葬儀の関係ですけれども、葬儀はいつ起きるかわかりませんので、

これについては土日関係なく対応してまいりたいと考えております。 

 それから、使用料改定に伴って利用者が減っていくのではないかというような危惧であ

ろうというふうに思いますけれども、これは我々もずっと統計をとっておりますけれども、

自然減がかなりあります。例えば数で申し上げますと、中央公民館の場合、５年前の平成

12年度と昨年度を比べますと、件数で27.38％減っております。これは、徐々に減っている

わけですけれども、使用料の改定にかかわらず４分の３になっているわけですけれども、

そういう形で減っておりますので、自然減というのは否めないだろうなというふうに思い

ます。 

 それから、もちろん」使用料改定をいたしますと、それに伴うなるべく安い施設を使う、

あるいは時間を短縮して使うというような節約をすると思いますので、そういった部分で

の減少も考えられるかなというふうに思いますけれども、使用料の改定、今回しなければ

なりませんので、なるべく時間を節約しながら使っていただきたいということです。それ

で、従来例えば中央公民館の第１研修室を４時間使っても500円でしたけれども、それは逆
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に言うと１時間使っても500円は払わなければならないというようなシステムでしたから、

それを２時間であればもうちょっと少ない金額で済むというようなことで、上手に使って

いただきたいなというふうに考えております。 

 これにつきましては、別に我々の方でチェックするつもりはございません。基本的には、

昼間につきましては、教育委員会の職員がおりますから、申し出ていただければよろしい

と思いますけれども、これについて厳密に適用していこうというつもりはありません。た

だ、余りルーズになられるのは困りますけれども、そういった部分の指導はもちろんしま

すけれども、それを１分超えたからとか５分超えたからというようなことで使用料を徴収

していこうということまでは考えておりません。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 前からも児童室等の料金なんかも設定されていました。実際には、私たちの

団体もロッカー等を貸していただいて使わせてもらっています。昨年から教育委員会の事

務所の横に陶芸の窯等をセッティングして置いてありまして、あそこはほとんどほかの会

議室等の使用は不可能ということで、それについてはそういうケース・バイ・ケースとい

うのでしょうか、ここの団体はいいですよ、ここはだめですよとか、何か統一性がないと

いいましょうか、基準が町民に対して不公平ではないかと、そんなような気がするのです

が、その辺なんかどのようにお考えでしょうか。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 それは、教育委員会の社会教育課が入っているところの事務所の隣の部

屋の話でしょうか。 

（「そうです」の声あり） 

〇後藤教育次長 あそこは、もともとどなたかに基本的に貸し出すという部屋ではござい

ません。ですから、使用料の設定もしておりませんし、基本的には教育委員会の職員が内

部協議をしたり、簡単な打ち合わせをしたり、そういったことで使っている部屋でござい

ます。 

 それと、４月までは、町の教育研究所があそこに事務所を構えておりましたので、基本

的には研究所が使うと、あいているときには教育委員会の職員が内部的な打ち合わせ等と

して使うというようなことでございまして、外部的に使用料をいただいて貸し出しすると

いう予定はございません。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 例えばはっきり申しまして陶芸の窯は置いてありますね、あの部屋に。使用

料は取らないと。万一ほかの団体がこれをずっと置かせてほしいということで、新たにそ

ういうお願いをしたときに、使用料は取らないというとらえ方でよろしいのでしょうか。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 まず、陶芸用の窯は、あれは教育委員会の備品でございまして、陶芸ク

ラブのものではございません。ですから、あえてあの部屋で何か打ち合わせをさせてくれ
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と言われれば拒むものではありませんけれども、こちらから積極的にどうぞ使ってくださ

いというような部屋とは考えておりません。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 すごく私としては残念だなと思うのは、３月に一応来年度閉館と決まったス

タイルのことが、わずか６カ月の間に、確かに町民の皆さんのお気持ちだと思いますけれ

ども、数多くの団体さんと恐らく協議された中でされているとは思うのですけれども、あ

ける段取りになったという状況、私はあけてほしいというお願いをしたわけなのですけれ

ども、その時点ではだめだったはずなのです。 

 それで、今一つ二つお聞きしたいのは、まずどの程度の団体、何団体ぐらいの方と協議

をされたか。 

 それから、来年度それを開館するに当たっての管理費やなんかのめどは、どの程度つい

たのか。 

 それから、助成金との問題も私申し上げたはずなのですけれども、その辺はどのように

なったのか。その辺をちょっとお聞きしたい。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 中央公民館の方の協議でございますけれども、５月12日に中央公民館を

18年度以降あけてくれという要望書が文化協会ほか10団体からの連名で町長に提出されま

した。文化協会の傘下の団体30幾つかあったと思うのですけれども、それから女性連、そ

れから老人クラブ、そういった親の団体といいますか、その傘下を数えると相当な数にな

ろうというふうに思います。 

 それで、私どもとしては、個々の団体と個別に協議するということは至難のわざで、話

がまとまらないということも予想されましたので、要望書を出していただいた文化協会初

め女性連の皆様にお願いをいたしまして、窓口を一つに絞っていただいて、文化協会が窓

口になっていただいて協議をさせていただきました。 

 それから、管理費のめどの話ですが、現在17年度のベースで申し上げますと、中央公民

館の管理経費というのは1,088万3,000円でございます。このうち今回の文化協会等々の協

議で節約できるのは、638万円程度というふうに考えております。ただ、その638万円がそ

のまま18年度予算の中で減額できるかというと、638万円は減額しますが、新たに発生する

経費もございます。それから、重油等が大変高騰しておりますので、そういった分のオン

というのも当然ございますので、恐らく現在平成17年度予算の管理費のうちの50％程度が

削減できるかなという、現段階での見通しを持っております。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 それで、先ほどの福原議員からのこともあったのですけれども、使用料なの

ですけれども、減免といいますか半額減免ですか、そういった状況と全く取らないかとい

うことなのですけれども、やはりそこを使用される団体というのは町内で関連していろい
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ろ活躍されている、ボランティア的な活動もされている中で、使用料については、私はほ

とんど今まで、先ほど言いました特別な２日間にわたり云々くんぬんという形の中のこと

でない限りは、外な使用料は見込めないのではないかと私は思います。 

 その中で、今回ある程度の管理費などの、済みません、中央公民館について言っていま

す。中で、開館されるということは、それなりの覚悟、また本当に町民の文化に対する、

そういったものに対することを期待されてのことだろうと思いますので、その辺の課題、

これからもそういうことが起き得るのかどうかというのを町長にちょっとお伺いしたいと

思います。 

  例えば今回の春先のように、やめますよと言ったことが町民の意思の中でわっと盛り上

がったときに、また町長はすぐ理解するのかなということを私はお聞きしたいなというこ

とです。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 これは、自立推計の中で閉館ということでありまして、議決をいただいて議

決の中で閉館を決めたものではございません。その辺をひとつご理解いただきたいなと思

います。自立推計の中で閉館、自立推計の中ではこれの閉館もありますし、例えば固定資

産税については、３年間に限って上げるとか、パークゴルフ場は500円、１万何千円に上げ

ますとか、いろいろございました。それを実施の段階でどのようにしていくかということ

は、議会の議決をいただいてやっていかなければならないということで説明してきている

ということであります。 

 例えば今つくっているまちづくり計画にしても、これは計画であります。議会の議決で

決まったものではございません。それを実施してる段階、例えば予算とか、それから建物

であればそういう形で計画すると、道路も同じですけれども、そういう中で議決をいただ

いていきますということでございます。そういうふうにひとつご理解をいただきたいなと。 

自立の中で推計したものということでの、それが決定したものだという認識を持たれてい

るのかもしれませんけれども、その辺誤解のないようにひとつご理解いただきたいなと思

います。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 そういうふうに言われてしまうと、次の言葉が僕としては出せなくなるのか

なと思うのですけれども、あくまで自立推計だから、こういう予定だからという中だけで、

町民の皆さんが承っていることが、皆さんの気持ちを寄せようとしているのかというのが、

その辺私はよくわからないのですが、もし自立推計のことが皆さんが把握していて理解を

していて、あれもだめだ、これもだめだ、こうするべと言ったら、財政的なことは一切関

係なく走ってしまう。 

 それで、その財政をお持ちいただけるのでしたら、町民の皆さんに、これは自立推計だ

から、あなた方こうやっていいですよと言えると思うのですけれども、もしそうでないと

したら、やはり自立推計であろうと何であろうと浦幌というのはこいうふうに行きたいの
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だよというふうに、私は言われていると思っていたものですから、それを変えられてしま

うというのは、それ相当のものがなかったら安易に変えられないのではないかというふう

に思ったのですけれども、まちづくりという２本目のものがあるから、その中でまたある

のかもしれませんけれども、今の段階では一度示したものがころころ、ころころ変わるよ

うでは、やはり私にとったら、私以上にほかの町民の皆さんも、逆に言えば職員の皆さん

も結構目先が変わると困るのではないかというふうに感じるのですけれども、もう一回そ

の点について、町長、お願いします。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 自立推計をするときの理念というのがございます。それは、以前にも今まで

も話してきておりますけれども、自立推計をするときは豊頃町と一定の基準のもとで財政

推計をすると、その財政の推計の仕方は単年度収支をゼロに合わせていきますというもと

で推計してきたものであります。 

 そういう一定の条件で推計したもの、そしてもちろんそれに沿って私たちはまちづくり

をすると、まちづくり計画も立てていくということになります。しかし、それを実施して

いく段階で、文化団体にもお話ししたのは、協力をしてくださいと、お互いに協力し合わ

なければ閉館よりやむを得ませんと。しかし、経費の面、また運営の面で協力をしていた

だければ何とか開館していきますという議論がございました。その議論を尽くしながら開

館ということに向かっているということでございます。 

 アイスアリーナについても同じです。自立推計では閉館です。しかし、アイスホッケー

連盟の人たちが、人的なものについては私たちが運営しますということでございますから、

町民の協力がいただけるということであれば、何とか開館したいということで検討してき

た内容でございます。 

 これから審議する内容もございますから、余り影響のないように話したいとは思います

けれども、生活改善センターにしても、またこれからお話しするスポーツセンターの関係、

またパークゴルフ場の関係についても同じでございます。パークゴルフ場は、推計では500

円でございます。それを協力をいただきながら、何とか理解し合いながらこれを運営して

いきましょうと、ここで抑えていきましょうという話し合いをしてきているということで

ございます。何とかその辺についてご理解を賜りたいなと思っておりますし、これから実

施していく段階でも町民の方々とお話をしながら、できるだけ町民の負担、ご協力をいた

だきながら負担を軽減できるような形で進めさせていただきたいなと、このように考えて

おりますので、ひとつご理解をお願いしたいと思います。 

〇水沢議長 阿部議員の発言は、既に３回に及びましたが、会議規則第55条ただし書きの

規定により、特に発言を許します。 

 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 ありがとうございます。それでは、私、本当はこういう確認したくないので

すけれども、これから町長がされるということは、町民に過大なる負担をかけていくから
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よろしくお願いしますというふうにとらえさせていただいてよろしいですね。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 今阿部議員の紋切り型の言葉で、それですべてをあらわしているのだろうか、

すべてがそうなのだろうかと言われると、ちょっと難しい問題でないかなと、それですべ

てそうですよということではないと、そういうふうには考えています。 

 ただ、現実に町民に既にもう負担をいただいております。水道料についてもそうです。

去年上げて、また今年上げております。それは、なぜかというと、何とかこの町を立て直

したいという気持ちからであります。それを理解いただいて、今それを実行しているとこ

ろでございます。 

 この改正については、今年17年度から実施するもの、それから18年度から実施するもの

と２段階に分けております。この二つが改正されて、初めて浦幌町の財政健全化に向かう

ものであると、こいうふうに考えております。17年度、非常に皆さんのご協力をいただい

て、非常に削減した中で17年度予算を作成しております。そのときにも申し上げておりま

す。18年度もう一段やらせていただきますと、それがこの内容でございます。それが一体

となってやって、初めて財政健全化に結びつくものだと。一つが欠けても財政健全化に結

びつけないと思っております。みんなで今、非常に厳しいときですから、この浦幌町を財

政の今悪い中で、何とか健全化に向けて切り抜けていかなければならないという中で、町

民の負担をいただきながら、町民の協力もいただきながら、そして運営費も削減しながら

健全化に向かっていきたいと思っておりますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

 14番、島田議員。 

〇島田議員 中央公民館並びに別で生活改善センターの閉館の問題では、最終的には閉館

しないで運営するという判断をされたことは、私は賢明な判断だったなと思います。 

 ただ、先ほど管理課長の方で言われた、わかりませんけれども、いろいろ経費の面で節

約する上で触れていましたが、およそ50％ぐらいの節減ができるということなのですが、

おおよそこれは今、管理人さんの人件費に相当するぐらいかと思うのです。この部分は、

この場に明らかになっていないのですけれども、夜の管理体制だとか、もちろん使う側の

自己責任ということも問われますけれども、中央公民館なりが機能する上では管理人さん

は必要ではないのかと、また清掃の方も切ってしまうわけですけれども、ちょっとその辺

が、どういうことで判断されたのか伺います。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 削減できる金額のほとんどは、ただいまお話がありました管理人の人件

費の部分でございます。我々がこれ以上中央公民館の管理費を削減できる方法というのは、

実はここの部分しかございませんでした。あと、電気料ですとか、燃料代ですとか、それ

からいろんなメンテ関係ですとか、そういった経費ばかりでございます。 

 そういったことで、ここの部分の業務を利用者にお願いできないかどうかというところ
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が、今回中央公民館を18年度、19年度、開けるか開けないかというところの一番大きな点

だったわけです。それで、要望書を出されました文化協会初め10団体の皆様方とそこの点

について協議を重ねました。協議が長引いたのも実はその辺のことに起因しているのだろ

うというふうに思いますが、最終的にはその辺で了解をしていただいた結果、今回議会に

提案できるという形になったわけです。 

 ですから、利用者の方が自分たちで使用が終わった後は、簡単な清掃と戸締まりと消灯

して帰るというような形を利用者がとってくださるということで了解をいただいたという

ことでございます。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 細かいことは言うつもりはないのですが、もう一つ使用料の関係です。 

 先ほど管理課長の方で、１対２の割合に昼間と夜間との料金の設定の比率を言われまし

たけれども、これは統一されるべきだろうと私も思うのです。ただ、高い方に統一してい

くということが考えられるし、ほかの先ほど来も言われていたけれども、コスミックホー

ルとのかかわり、機能としては同じ施設ですけれども、本来の中央公民館、それからコス

ミックホール等々は設置の目的からいっても違うのです。だから、中央公民館にすべて合

わせていくという、これはここの話ではないですけれども、中央公民館にすべからず合わ

せていくということはすべきではないと。むしろ中央公民館の果たしている役割からする

と、もちろん清掃だとか、そうした部分は利用者として当然のことかとは思いますけれど

も、やはりコミュニティの中心、前にも言ったことがありますけれども、学校よりも集落

の中心にあるのです。昔からコミュニティの場というのがそれほど大事にされて、町の真

ん中に設置されてきたのです。だから、そういうことからすると、その機能を果たすとい

う点では、やはり管理人の配置も、館長さんは別にいらっしゃるのかもしれないけれども、

管理人さんは必要ではないのかなというふうに思うのですけれども、ちょっと話それまし

たけれども。 

 それから、中央公民館の集会室の料金のあり方なのですが、依然として高い、そして現

実的に見ますと使用頻度が非常に落ちている。そうした中で料金を１時間当たり2,000円と

いう設定なのですが、ますます利用されなくなる、しかもあそこは冬場は２時間前ぐらい

から暖房を入れないと使い物になりません。しかも、毎日使わないから２時間ぐらい入れ

ても暖まらないのです。建物自体も冷え切っているのですから、さらに２時間ぐらいたい

たって、あの中すらも暖まらない。そういうことからすると、今後どういうふうに細かい

部分は設定されるかわからないのですが、そういったことも含めて考えたときに、高くし

て使用頻度を落とすか、いや、高くして何とか経費分までいかないまでも取るのだという

考えなのか、ちょっとわかりませんが、非常にあそこの集会室は私ども使わせていただい

ていますけれども、正直言って冬場は使えません、料金が高い上に燃料代がそれだけかか

ると思えば、自粛せざるを得なくなる。事実上中央公民館は使えないです。そういう料金

設定の仕方はやめてほしい。 
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 せっかくあけることでといいますか、利用者側の努力も含めて理事ものとの話し合いも

あって、その中であけることにしてくれたのですけれども、非常にまだ細かい部分も含め

て考えたときに、やはり本当にこれで中央公民館の役割を果たせるのかという感じがしま

す。その辺について、ちょっと管理課長、町長も答弁求めたいと思います。 

 

    ◎会議時間の延長 

〇水沢議長 質疑の途中でありますけれども、ここでお諮りをいたします。 

 浦幌町議会会議規則第９条第２項の規定により、本日の会議時間は議事の都合によりあ

らかじめこれを延長いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 本日の会議時間は延長することに決定をいたしました。 

 暫時休憩いたします。 

 

午後 ４時５９分  休憩 

午後 ５時００分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第１３ 議案第６３号（続行） 

〇水沢議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇後藤教育次長 まず、管理人は必要なのではないかというお話でございます。もちろん

管理人は、いたにこしたことはないわけでございます。ただ、先ほども申し上げましたけ

れども、今回中央公民館を18年度、19年度にあけるためにはどうしたらいいのかというこ

とが最大の眼目でございまして、ですから結局のところ削減できる費用というのはここし

かないということでございます。そういうことでご理解をいただきたいというふうに思い

ます。 

 それから、中央公民館とコスミックホールは設置目的が違うのであるから、使用料を合

わせるべきではないというようなお話でございましたけれども、これはもちろんコスミッ

クホールは商工会の建物でございますから、私どもとしてはこちらからお願いをするとい

うような内容でございまして、こちらが主導権を持ってやるというようなものではないと

いうふうに思います。 

 それから、町民集会室の話ですが、これは生活改善センターの方でお話をしようと思っ

ていたのですが、使用料が非常に高いということです。それで、実際に稼働率が余り高く

ないというのも現実でございます。それで、今回町民集会室というような大きな部屋につ
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きましては、改定率を極力抑えるように努力をいたしました。各団体の使用される時間と

いうのは、統計とりますと１団体が１回に使う時間というのは2.6時間なのですが、2.6時

間ですが、端数処理させていただいて2.5時間と考えると、２時間30分ということになりま

すが、通常の使用料でお話を申し上げますと、町民集会室については２時間30分使うと、

昼間は現在と同額になります。それから、夜間については、41.9％の減になります。それ

から、使用料を50％、半額いただく団体につきましては、昼については16.7％の減、それ

から夜については41.9％の減ということになります。 

 そういったことで、なるべく使用料の改定率を抑えて使用頻度を上げていきたいなとい

うような考えを持っております。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

 ６番、野村議員。 

〇野村議員 いろいろ料金的な問題で話されております。先ほども町長言われたように、

財政的な問題も大きな今後のためにということですけれども、図らずも先ほど島田議員が

言われたように、地域のコミュニティをどう考えるのか。財政を健全化するために、それ

はお金が一番大切です。今、次長も言われているように、積算の根拠をいろいろやってお

りましたけれども、公民館の４館の使用料として収入と上がっているのは昨年の実績で約

100万円ぐらいです。100万円を今度は、両金的に私の計算でいくと倍ぐらいの収入になる

と思うのですけれども、そういうことを考える、本当に財政的に100万円増にを考えるなら

ば、財政を考えたら、先ほど終わった一般会計の使用料の830万円の未済収入があるのです。

この辺をきちっとやったらこのぐらいの数字はすぐ出てくるのです、簡単に言えば。 だ

から、数字のことではなくて、先ほども言ったように中央公民館と地域の三つの公民館の

料金設定の最初からのあり方というのは、何回も言われていますように、地域にはそうい

う場所しかない。大体集落の中心にそういう公民館を設置していろんな形で社会活動から

地域コミュニティをそこを中心でやっている。今回も先ほど次長の説明があったように、

こういうような手数料が上がって、非常に地域としては集会の機会が少なくなったと。そ

れは、裏を返せばコミュニティがだんだんと薄れてきたというとらえ方もできると思うの

です。あくまでも財政的に大変です。だけれども、これを考えてみたらたかが年間100万円

の手数料のところに、これだけの反対が、多分みんな反対の意見だと思うのですけれども、

がありながらやらなければならない根拠というか、地域コミュニティをどう考えているの

か、その辺のきちっとした考え方をお伺いしたいと思います。 

 町長、ちょっと答弁お願いします。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 財政と地域コミュニティということでのお尋ねでございます。ただ、前段100

万円程度の増なら、滞納税でクリアできるだろうというのは、ちょっと乱暴な考え方で、

それについてはちょっとお答えできないということで申し上げておきたいと思います。 

 確かにおっしゃるようなこともあろうと思います。前段どの手数料を上げるときでもお
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話ししているのですけれども、上げるというよりも前々から設定されていても適用しない

で全面免除という形をとっている部分もありますけれども、やはり利用者負担というもの

を考えていかなければならないのではないかなということを話しています。 

 今地域コミュニティの話が出ました。行政区が主体として使うもの、行政区の会議は無

料でございます。その辺をひとつご利用いただいて、文化団体とか、そういう団体が使う

ものというふうに限定しているということをひとつご理解いただきたいなと思います。そ

れと、利用者負担というものを考えながら、お互いに行政のものを使うと行政運営に費用

かかっています。その分の一部でも利用者が援助すると言ったらちょっと変ですけれども、

負担ということでの考え方ということをきちっと確立していかなければならないのではな

いかなと、このように考えておりますので、ひとつご理解をいただきたいなと思います。 

〇水沢議長 ６番、野村議員。 

〇野村議員 わかります。厳しい財政の中、町民も意識を新たにして負担をしなければな

らないものは負担しなければならないということは大いに理解できます。ただ、過度の負

担は、結局その施設なり、その考えをそぐような結果になりはしないかという懸念はある

わけです。 

 ただ、先ほど費用の負担の話をしましたけれども、だから負担をどんどん、どんどん求

めていったら、所期の目的の施設はどうなるのだと。そして、大きく地域、特に地域のコ

ミュニティ、それは行政区の会合その他については今までのように全額減額ということで

動いております。それは、地域に会館がないという、部落会館がなかったり、そういうと

ころがないことに対しての、そして行政区として役場その他地域のコミュニティとしての

最低の単位ですけれども、いろんな輪をつくらなければならないということで。だけどた

だそれだけではなくて、地域、いろんな気持ちを持った人の集まり、いろんな会合という

のは単なる行政区だけでなくて、そういういろんな団体が輪をつくっていってその地域が

形成されているという認識を持っているわけですけれども、そういうところに負担をどん

どんかけていくことによって、そういう基本的なコミュニティがどんどん薄れてくると、

私はそこを懸念するわけです。 

 そこで、経費的な問題を、ただ金額的な言い方は失礼しましたけれども、単なる差を見

ますと100万円、16年の実績を見ますと４館の手数料が100万円です。町長も大きな腹を持

って、これをこのままでもよろしいではないですか。そして、この100万円が今言ったよう

に増額、また減免の７割を５割、３割をゼロとしたら、ここだけでも単純に1.7倍から1.4

倍も負担しなければならないと。なぜここまで規則として、この減免まで手をつけなけれ

ばならないのかなと私は懸念するのです。地域として、せっかくある施設、せっかく同じ

同士が集まって町のための議論だってするだろうし、いろんな趣味の世界でやるだろうけ

れども、それが地域だと思うのです。この辺を、失礼な言い方、たかが100万円が倍になっ

て200万円です。そのぐらいの住民に負担を求めるならば、未済入の800万もあるのだから、

そちらに努力して、単なる数字のことですから、先ほど町長が言ったように、単純に比較
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なりませんけれども、基本的に違うのでないかなと、私はそう思うわけです。 

 それで、実はここの６番目の規則の中の減免というのは、これは条例でなくて規則です

けれども、これも決定で、これも施行するという考え方で提案になっているわけですか。

今までの減免は、今言ったように７割を５割、３割をゼロ、これでやるという提案という

ことで理解してよろしいのですか。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 教育委員会規則の方につきましては、我々は原案は持っておりますけれ

ども、この条例が可決されなければ、教育委員会で提案できませんので、この条例の可決

を待って第９回の定例教育委員会、あるいは第10回になるかもしれませんけれども、可決

を待って提案をしたいというふうに考えております。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 先ほどから申し上げているように、利用者負担をしていただこうと。使う人

も使わない人もおりますよと、やはり使う人には使わない人に対する理由づけが必要でな

いかなと思っております。そのためには、使う人は利用者負担というものをしております

ということが大事でないかなと思っております。 

 私も地域を回っていろんな形で合併協議等を説明させていただきましたが、やはり自分

の場所にない、自分たちが使えない施設であっても自分たちが負担しているという思いが

あります。それであれば、やはり使う人の負担というものを求めていかなければならない

でしょうという意見も非常に多く出ております。私もそう思っております。 

 そういう中で、最低限どれだけ、金額を幾らにしたらいいのかという基準というものが

はっきりと示されたものはありません。そういう中で、今この財政健全化という中で進め

ていく中で最低限皆さんにお願いしていかなければならないものというふうに私は考えて

おります。個人的な考え方、無理をして改革を進めていく中でいろんな障害があるという

ことは、十分承知しながらも、いろんな障害と言ったら失礼ですけれども、住民から見る

と負担増というようなことになるわけですから、そういうものがあるということは私も存

じております。 

 しかし、今の危機的な浦幌町の財政状況、それを17年度である程度予算組みというもの

ができましたと、18年度に向かってもう一段やって、次の世代に残せるような、将来を見

通せるような財政運営をしていきたいと。その中には、今いろんな形で負担を求めていか

なければならないこともありますけれども、何とか町民とともに力を合わせながら財政健

全化に取り組んでいきたいと思っております。 

〇水沢議長 ６番、野村議員。 

〇野村議員 同じような質問と答弁になってくると思いますけれども、私が言いたいのは、

町長の言われるとおり、趣味の世界だとか、そういうコミュニティを形成するためには当

然な費用負担というのは、これはやむを得ない範疇だと理解します。でも、今までそうい

う趣味の団体でなくて、地域にある特に老人クラブだとか、いろんな団体における行政か
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らの今までの負担金、それが今まで正しかったのか、減額したのが正しいのかというよう

な議論は別にしましても、そういう形でいろんな援助したり補助したり、地域のコミュニ

ティを大切にしてきたところを補助金だ助成金だ、そういうものをどんどんカットして、

なおかつその中心として使う施設をまた値上げすると、ダブルパンチで地域におかれてい

る人たちは本当に負担増ばかりで、私が懸念するのは、お金かかるから会合はやめましょ

うというようなことになりはしないかなと。そうしたら本当に我が町厳しいのだと、さあ

これからいこうという意識もそがれてくるのでないかなという、そういう懸念があります

もので、もっと必要で、先ほどの議論にまたいきますけれども、数字的にいったら年間100

万のやつをもっとほかのところで削減し、地域のコミュニティを大切にするような場所は

何とか現状でいけないのかなという理論につながってくるわけでございます。 

 あえて先ほど次長に聞きましたけれども、減免の問題についても結局ダブルパンチ、使

用料を改定、実質トータル的には上がってくるわけですし、また今度は減免を７割が５割、

３割がゼロとなると、実質的な値上げになるわけです。そうすると、それこそ先ほど言っ

たように、ますます地域団体が利用しなくなってきて、先ほど自然減という報告もなされ

ましたけれども、簡単に言えばお金かかるから集まりを減らしていくということをもう少

し認識して対応していただきたいと。 

 答弁は、申しわけございません。同じ答弁になると思いますからよろしいです。そうい

うことでよろしくお願いします。 

〇水沢議長 答弁は必要ないということですか。 

（「はい」の声あり） 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

 13番、岸田議員。 

〇岸田議員 できることなら値上げをしないで、広く町民に利用するような方向で持って

いきたいというふうに願っているわけなのですけれども、この施設を今後維持管理をして

いくと、そのためにこれこれの料金の値上げを設定をしなければならないということにつ

いては、よくわかるわけなのですけれども、今回の料金の改定、いわゆる値上げによって、

施設の、いわゆる中央公民館を例にとった場合、維持管理費の何割を示していくのかお尋

ねします。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 中央公民館のケースで申し上げますと、現在の管理費だけを申し上げま

すと1,088万円でございます。これは、平成17年度のベースでございます。今回削減しよう

としておりますのは、そのうちの58.6％の638万1,000円でございます。 

〇水沢議長 13番、岸田議員。 

〇岸田議員 これは、そういう維持管理費と使用料の関係、いわゆるこの割合をある程度

考えて、こういう使用料の値上げを設定されたのか、それともいろいろな各団体の意見等

を聞きながら、これこれの値上げだったら妥当でないかと、その辺の考えについてお尋ね
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します。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 今回の場合は、特に中央公民館につきましては、18年度、19年度につい

ては閉館ということが自立推計にありましたので、まず中央公民館をいかにあけるかとい

う問題と、それから使用料の改定という、これは二つの命題があったわけです。 

 ですから、これはたまたま時期が同じになりましたけれども、別の問題というふうに考

えていただいて結構だと思います。そのために、文化協会を初めとする各団体と協議をさ

せていただいて、中央公民館をいかにあけるかと、どうしたらあけられるのだろうという

ことでいろいろとご協議をし、ご協力をいただいてあけれるという見通しが立ちましたの

で、他の３館の関係もありますが、使用料の改定という問題にまた取り組むということに

なりました。 

 使用料の改定につきましては、今年の春に水道料等のアップもありましたけれども、そ

の次につきましては18年度施行分として教育関係の使用料ということが現実に上がってお

りましたので、なるべく早い段階で議会提案をしたいと。12月の議会か９月の議会かとい

うふうに考えていましたけれども、12月ですと予算編成時期に入りますので、できればな

るべく早い段階で議会審議をいただくということで、今議会に提案をさせていただいて、

可決をいただければ、周知期間も半年ほどございますので、十分な周知をしていきたいな

というような考えでございました。 

〇水沢議長 13番、岸田議員。 

〇岸田議員 ３回目になりますので、ちょっと別な質問をしたいと思うのですけれども、

これはかつては冬期間集中暖房で使用する場合はすぐある一定の温度に保たれていたので

すけれども、それぞれ集中暖房から各部屋に灯油ストーブが設置をされて、そしてそれぞ

れの点火をしていかなければならないという状況になっております。 

 例えば１階の和室のアコーデオンカーテンで仕切って、あそこの部屋も三つに仕切るこ

とができて、それぞれの部屋によって料金が設定をされております。これは、特に冬期間

12月から３月期にかけて、実際私もあそこの部屋を何回か使用したことがあるのですけれ

ども、集中暖房の時期であればあそこもある部屋が一定の温度に保たれているのですけれ

ども、例えば一番真ん中の部屋を使用すると、当然アコーデオンカーテンで仕切ります。

だけれども、実際に床からはこのくらいのすき間があって、自分らが使用する部屋に灯油

ストーブを点火したとしても、両方の部屋から冷たい風がすうすう入ってくるのです。そ

れと、時間が１時間ごとに設定、そしてまたさらに30分についても設定をされているので

すけれども、今後の維持管理の状態からいきますと、長い時間使用するのであれば、その

うちに部屋も暖まってくるだろうけれども、短時間で使用する場合は自分らが借りた部屋

に行って初めて灯油ストーブに点火をするというようなことになると、非常に冬期間、先

ほど島田議員も言っておりますけれども、ほとんど部屋が暖まらないままに終わってしま

うと、そういう現象が実際にあるわけなのですけれども、その場合に事前に使用を申し込



 

 67 

んだ場合に、１時間なら１時間前に灯油ストーブを点火しておくということについては、

今後の維持管理上の問題からいって無理なことになるのではないかと思うのです。やはり

使用する人が行って、初めて灯油ストーブに点火をしなければならないという状況になる

のではないかと思うのですけれども、その辺冬期間非常に使用するとしても使用しづらく

なってくるのではないかと私懸念しているのですけれども、その辺についてどうでしょう

か。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 ただいま岸田議員からご指摘のありました点につきましては、地域と協

議したときにも同じような内容のお話がございました。申し込みを受けた段階で、あらか

じめ暖房のスイッチを押しておくというようなことはできるサービスかなというふうに考

えております。まだ、具体的に担当者等とは協議しておりませんけれども、そういうでき

るサービスについてはぜひやりたいな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。 

 14番、島田議員。 

〇島田議員 先ほど来から管理課長と言って申しわけありません。訂正します。 

 教育次長、管理費17年度ベースで1,000万ちょっと、その５割ぐらい節約できるという話

なのですが、ちょっとわからないことは中央公民館の電気代ありますね、これは下で仕事

されている社会教育課とは言わないですが、全部含めてでしょう、経費の分の中の電気代

としては。だから、さほど昼、夜間との差といいますか、これはむしろ昼間なら教育委員

会が使っている電気料の方が多いのではないですか。 

 だから、開館するわけだから、それなりに負担もやむを得ないかもしれません。ただ、

先ほど来から言われているように、料金の割り出し方というか、お金の問題だけではなく

て、やはりコミュニティという位置づけの中での料金設定をひとつ考えるべきではないの

かということなのです。 

 それと、つけ加えて余計なことなのですが、社会教育は立派な方に戻る予定はないので

しょうか、余計なお世話だけれども。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 まず、社会教育係が中央公民館におりますけれども、中央公民館が18、

19、閉鎖ということになれば、当然教育文化センターに移動させなければならないという

ふうに考えておりましたけれども、今回文化協会等々のご協力によりまして、中央公民館

がそのままオープンできるという形をとるということになれば、社会教育係の職員につい

ては向こうに残しておきたいというふうに考えております。 

 それから、コミュニティづくりと公民館というような内容のお話かというふうに思いま

すけれども、今回自立をするために使用料の改定をしなければならないということで作業

をしてきたわけです。それで、公民館につきましては、一番古い上浦幌公民館、昭和49年、

その後吉野の50年、最後の厚内というところまで、オープン以来一度も使用料の改定をし
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ていないということもあります。ですから、適正な使用料にするということが必要なのだ

ろうというふうに思います。 

 それで、今回使用料の改定をするに当たっていろいろ試算をしたのですが、なるべくご

迷惑のかからないような形で使用料を改定するというようなことが一番大事なところなの

だろうと思いますし、コミュニティを形成するというようなところでも大事なのだろうと

いうふうに思います。それで、１時間当たりで使用料を設定いたしましたけれども、公民

館を上手に使っていただく、例えば７時から会合があれば７時にきちっと集まるというよ

うなことが、こういった時間帯の使用料の設定によって上手に守られてくるのではないか

なという期待もしているわけです。 

 それで、例えば通常の使用料の料金表でいいますと、例えば中央公民館の第１研修室を

２時間半使ったときには750円の使用料がかかります。我々が基本的に考えたのは、一般的

な１回の会合で２時間半使って、10人の会合だといったときに750円の使用料で１人当たり

75円、５割減額の団体であれば75円の１人当たり半分、この金額が果たして高いのかとい

うところの議論なのだろうと思います。それで、我々としては、ほとんどの団体は５割減

額の団体ですから、１人当たり75円の半分33円何ぼ、その金額が高いと言われればこれは

やむを得ないと思いますけれども、決して高い金額ではない、一つの団体運営をしたり、

一つの会議をしたりするときには必要なコストではないかなというふうに考えたわけです。

もちろん安いにこしたことはないのですが、このくらいのご負担であればさほど影響を及

ぼさないのではないかということを考えたわけです。それで、今回の料金の設定、金額の

設定ということになったわけでございますので、ご理解をいただきたいというふうに思い

ます。 

 社会教育のあり方というご質問ですが、公民館はもちろん社会教育法に基づく社会教育

のための施設でございます。ですから、もちろんメーンは社会教育のためにあるわけです

けれども、これは社会教育法の目的のところを読めばわかりますけれども、それ以外の産

業関係のこととか経済関係のこととか女性関係、人間が生活を営んでいく上のあらゆるこ

とが社会教育法の中に、あるいは公民館の使用の目的の中に書いてありますので、公民館

と社会教育については、あるいは人々が生活をしていく上では切っても切れない関係であ

るということが言えると思います。 

 ただ、そのことと使用料がどういうふうに設定されるのかということについては、適正

な価格で、その時々の時世に応じた使用料が設定されるということが適当なのではないか

というふうに思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 まだご質問の方もいらっしゃると思うのですけれども、今の関係も含めてち

ょっとお話ししておきたいなと思いますけれども、この要望書を５月12日にいただきまし

た。自立推計の中では、18、19、閉館という形の中で５月にいただきました。私もこれを

持ってこられたときに、やはり文化協会含めて使用する方々の協力をいただかなければ開
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館できませんよと。決めてはいませんけれども、自立推計の中で一度閉館と、阿部議員の

質問とも重複するわけですけれども、そのときにお話ししたのは文化協会を筆頭といたし

まして協力をいただいて、納得できるものが出なければ開館できませんと。その一つが、

文化協会を含めた利用者の協力というものを求めました。もう一点は、長らく改正してい

なかった使用料を見直ししましょうということを申し上げたわけであります。 

 今まで、ここまで来た中でこの運営につきましては、文化協会の絶大なる協力をいただ

いて何とか運営ができるというところまでまいりました。あと、ここの利用料の改定とい

うことになるわけであります。今財政健全化に進む中で、今ある一つを抜きにしても不公

平感が出て達成し得ないのではないかなと思っております。どうか、ひとつこの関係につ

きましても町民の負担というものの意味は十分理解しておりますけれども、皆様のご協賛

を賜りますようよろしくお願いいたしたいと思います。 

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 質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。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63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63号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎延会の議決 

〇水沢議長 ここでお諮りをいたします。 

 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） 

〇水沢議長 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、明日午前10時といたします。 

 

    ◎延会の宣告 

〇水沢議長 本日は、これをもって延会いたします。 

延会 午後 ５時３５分 

 


