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平成１９年第３回浦幌町議会定例会（第４号） 

 

平成１９年９月１１日（火曜日） 

開議 午前１０時００分 

閉会 午後 １時２０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 認定第 ２号 平成１８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 ５ 認定第 ３号 平成１８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 ６ 認定第 ４号 平成１８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 ７ 認定第 ５号 平成１８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 ８ 認定第 ６号 平成１８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 ９ 認定第 ７号 平成１８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１０ 認定第 ８号 平成１８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１１ 認定第 ９号 平成１８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１２ 認定第１０号 平成１８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１３ 発議第１０号 森林・林業・林産業の活性化と地域の振興を求める意見書 

              の提出について                     

 日程第１４ 発議第１１号 議員の派遣について                  

 日程第１５ 発議第１２号 所管事務調査について                                

 

〇出席議員（１３名） 

    １番  中  尾  光  昭     ２番  二  瓶     隆 

    ３番  福  原  仁  子     ４番  森     秀  幸 

    ５番  杉  江     博          ６番  差  間  勝  男 
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    ７番  河  内  富  喜          ８番  野  村  俊  博 

    ９番  阿  部     優        １０番    髙  橋  利  一 

      １１番  岸  田  武  雄        １２番  岡  田  愛  啓 

   １３番  田  村  寛  邦                    

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇出席説明員 

     町    長   水  澤  一  廣 

     副 町 長   門  馬  孝  敬 

     総 務 課 長   山  田  行  博 

     まちづくり政策課長   佐  藤  芳  雄 

     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   前  田  治  紀 

     上浦幌支所長   田  中  邦  夫 

     会計管理者   経  堂  岩  夫 

     診療所事務長   鈴  木  宏  昌 

     財 政 係 長   獅 子 原  将  文 

 

    教育委員会 

     教育委員長   岡  崎  浩  明 

     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   河  村  七五三喜 

 

    監   査 

     代表監査委員   石  丸  晴  朗 

 

〇出席議会事務局職員 

     局    長   泉        初 

     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 

〇田村議長 ただいまの出席議員は13名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

いたします。 

 

    ◎日程第１ 議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 杉江委員長。 

〇杉江議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。 

 昨日10日、本会議終了後、第３回定例会の運営について、委員全員の出席のもと、正副議

長の出席をいただき、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

申し上げます。 

 本日は、諸般の報告、行政報告に続き、認定第２号から認定第10号までの平成18年度浦幌

町特別会計歳入歳出決算認定の審議についてお願いをいたします。発議案件は、第10号から

第12号までの３件でございます。 

 なお、本定例会は会期11日間で13日までの予定となっておりましたが、審議の都合上本日

を最終日といたしたいと思います。最終日でありますので、なお一層の活発な審議をよろし

くお願いいたします。 

 以上、議会運営委員会で協議をした結果であります。議員各位のご賛同を賜りますようお

願いを申し上げ、議会運営委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 諸般の報告 

〇田村議長 日程第２、諸般の報告を行います。 

 ９月３日から10日までの議長等の動静につきましては、諸般の報告としてお手元に配付し

ているとおりでありますので、ごらんおきを願います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第３ 行政報告 

〇田村議長 日程第３、行政報告を許します。 

 町長。 

〇水澤町長 行政報告をさせていただきます。 

 ９月３日以降の町長等の動静につきましては、お手元に配付のとおりでありますので、ご

らんおきをいただきたいと思います。 
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 ２のその他でありますけれども、浦幌高等学校の存続問題について報告をさせていただき

ます。浦幌高等学校が来年度以降募集停止という公立高校配置計画案が公表されたことを受

け、国・道関係機関等存置運動促進期成会が浦幌高等学校振興会と連動して、全町挙げて存

続に向けた活動を展開する旨を第２回定例会において行政報告をさせていただきました。６

月５日、６日の両日には、募集停止の延期と地域キャンパス校としての存続についての要望

書を十勝教育局長並びに帯広、十勝選出の道議会議員、北海道教育委員会に対して提出して

まいりました。その後７月20日に十勝支庁で行われました高校配置計画地域別検討協議会の

席上、町民3,759名のご記名をいただいた署名簿を北海道教育庁新しい高校づくり推進室、

岸参事に手渡し、改めて浦幌高等学校の存続について強く訴えさせていただきました。さら

には、８月９日には同参事ほか道教育庁担当者に来町いただき、教育文化センターにおきま

して高校配置計画浦幌地域説明会を開催し、席上浦幌高等学校卒業生を中心とした１万770

名の署名簿を手渡すとともに、町民の皆さんと２時間半にわたって意見交換が行われました。 

 当日の質疑応答の詳細につきましては、町のホームページに概要を記載させていただいて

おりますが、町民の皆さんの主な意見といたしましては、再編計画は地方切り捨てであり、

子供が学ぶ権利を奪うのは納得できないこと。小規模を望む高校生もおり、多様な教育を確

保してほしい。地域の活力を奪うのが教育の望ましい姿なのか。本年度の新入生が18人しか

いないのではない。18人も浦幌高校を必要としている生徒がいるということだ。浦幌高校は、

軽度学習障害者を受け入れ、実績を上げている。来年から通えない子供たちが出てくる。道

教委は保障すべきだ。他の学校での軽度学習障害の生徒を受け入れるための委員会ができて

いるというが、浦幌では特別支援教育が確立するまでに数年かかっている。受け入れ態勢が

整うまで募集停止を待てないのか。まだ未定だというのであれば、高校を残すとしたら何を

クリアしたらいいのか教えてほしい。通学に時間がかかり過ぎる。地方の切り捨てではない

かなどなど、多くの質問や意見が噴出をいたしました。これに対して岸参事は、募集停止さ

れる地域の皆さんには気の毒だが、一定程度の規模の学校がこれからの教育には必要である。

本日の皆さんの意見は持ち帰り、上司と協議させていただくと繰り返すばかりで、参会者の

間からため息が聞こえておりました。私も岸参事に対して、町民の皆さんと同じ意見である

ということ、可能性が１％でもあきらめない旨を強く訴えさせていただきました。 

 また、後日上司と協議検討すると持ち帰った課題の結論について、再度来町し、説明をし

ていただきたいとお願いをしたところ、道教育委員会の開催準備で本町には来られないとい

うことでありましたので、そこで急遽８月28日に教育長とともに吉田北海道教育長を訪ね、

来年度からの浦幌高等学校募集停止を撤回するよう、改めてじかに迫りました。昨年道の高

校再編案が報道され、生徒に動揺が走り、今春20名を割ってしまった。一、二年間は募集停

止を先送りし、様子を見ていただきたい。20名をクリアできるという声が地域から強く出て

いる。進学の動向を見てから決めてほしい。また、地理的に通学困難な生徒や特別支援が必

要な生徒がいるので、ぜひ存置してほしい。来年度の募集停止は、断固反対すると訴えまし

た。これに対して吉田教育長は、地元から50％以上の進学があるなど地元に高校がぜひ必要
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という客観的な理由づけがあればよいが、卒業生の推移を見ても存置は将来的にも難しいの

ではないかと判断した。通学困難な生徒に対しては、各種補助金を一部見直しながら現在検

討しているし、特別支援が必要な生徒に対しては近郊の高校に特別支援に関する委員会を立

ち上げ、受け入れ態勢を整備しつつあるので、安心していただきたいと回答し、話し合いは

平行線のまま終わりました。 

 昨日北海道教育委員会が開催され、同日午前９時45分に十勝教育局長を通じて審議結果の

報告がありました。その内容は、浦幌高等学校存続を訴え、数カ月にわたって活動してきた

町民の皆さんの熱意と期待を裏切るものでありました。来年度浦幌高等学校は募集停止、先

日発表された公立高等学校配置計画案どおりのものであります。しかし、支援措置として、

通学費、下宿費の月額実費負担額が１万5,000円を上限としていたものが１万3,000円に引き

下げられ、あわせて所得制限の限度額が452万円以下から602万円以内に引き上げられました。

幾多の要請活動の甲斐なく浦幌高等学校が半世紀の歴史に幕をおろすことはまことに遺憾

でありますし、あわせて私の無力さを痛感したところでもあります。浦幌高等学校存続に向

け、町民の皆様を初め関係各位のご支援、ご協力に対しましては、心から厚くお礼を申し上

げるところであります。 

 今後の対応につきましては、国・道関係機関等存置運動促進期成会並びに浦幌高等学校振

興会と協議してまいりたいと考えております。 

 以上、浦幌高等学校の存続問題についての報告といたします。 

 次に、台風９号等による被害について報告をいたします。９月６日から８日の前線及び北

海道に上陸した台風９号により、北海道太平洋沿岸を中心に大雨となり、一部地域に被害を

もたらしました。本町におきましては、総雨量が142ミリ、時間最大雨量23ミリでありまし

たが、農業、林業、商工業等においては大雨、強風等による大きな被害は確認されておりま

せんが、町道及び漁港施設等に小規模な被害を受けております。また、十勝川の増水により、

一部河口付近の海岸線に流木の漂着が確認されております。これらに係る被害額等につきま

しては現在調査中であり、漁港施設及び流木については既に関係機関と調整中でありますが、

調査結果を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。このほか、厚内地区では

１世帯２名の方が７日午後９時30分から８日午前３時55分まで厚内公民館に自主避難をし

ております。また、強風により、川流布、恩根内、富川、美園、活平地区で一時停電が13戸

ありました。 

 以上、台風９号による被害についての報告といたします。 

〇田村議長 これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第４ 認定第２号 

〇田村議長 日程第４、認定第２号 平成18年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算認定

についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 
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 産業課長。 

〇中川産業課長 認定第２号 平成18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。 

 平成18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、別冊のとおり議会の認定

を求める。 

 平成19年９月３日提出、浦幌町長。 

 平成18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7,238万5,529円、２、歳出総額6,714万6,727円、

３、歳入歳出差引額523万8,802円、５、実質収支額523万8,802円。 

 平成18年度町有林野特別会計歳入歳出決算書の歳入歳出については、省略をさせていただ

きます。 

 平成18年度町有林野特別会計歳入歳出決算事項別明細書。町有林野特別会計につきまして

は、制限林を含めまして町有林3,877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。主なもので、立木売り払いにつきましては、皆伐を５伐区に分けまして実施をいた

しました。樹種につきましては、カラマツが6,594.940立方メートル、それからストローブ

につきましては1,406.349立米、それから広葉樹のナラほか、これは択伐でございますが、9

90.498立米、合わせまして8,991.787立米を立木売り払いしております。次に、間伐材売り

払いにつきましては、厚内、幾千世、川流布でトドマツを間伐しております。1,150.93立米

を売り払いをしております。それから、保育工事につきましては、人口林が26.04ヘクター

ル、準備地ごしらえが29.16ヘクタール、下草刈りが107.10ヘクタール、除間伐が39.52ヘク

タール、間伐が50.08ヘクタールを実施しております。植栽用苗木購入といたしまして、カ

ラマツ１号苗を５万7,300本、面積にしまして26.04ヘクタール分を購入しております。最近

は、補助金の絡みもありまして、ヘクタール当たり2,200本植えということで実施をしてお

ります。 

 それでは、歳入に入らせていただきます。１款道支出金、１節造林補助、先ほども申し上

げましたが、人工造林の26.04ヘクタールほか、下草刈り、除間伐、それから間伐の補助金

でございます。それから、２節が野そ駆除補助、これにつきましては280ヘクタールをヘリ

散布２回を実施しております。 

 ２款財産収入、利子及び配当金でございます。２項の財産売払収入の中で立木売り払いに

つきましては、先ほど申し上げましたようにカラマツほか8,992立米を売り払いをしており

ます。素材売り払いにつきましては、間伐売払収入としてトドマツ1,150.930立米を売り払

いしております。 

 ３款の繰入金につきましては、一般会計繰入金でございまして、ゼロでございます。 

 それから、２項の基金繰入金につきましては、250万の基金繰入金となっております。 

 ４款の繰越金につきましては、前年度繰越金となっております。 

 ５款諸収入については、預金利子、それから雑入という内訳になっておりまして、雑入に
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つきましては北電の立木補償等の収入を雑入として入れております。 

 以上が歳入でございます。 

 続きまして、歳出でございます。１款１項１目財産管理費、この科目につきましては、町

有林の維持管理に係る経費でございます。この中で12節の役務費につきましては、新植の26.

04ヘクタールを森林国営保険に加入をいたしまして、10年間の保険に加入をしております。 

 ２款１項財産造成費、１目造林費につきましては、この科目につきましては町有林の造成

に係る経費でございます。15節の工事請負費につきましては、説明資料27ページのとおりで

ございます。それから、13節の委託料につきましては、野そ駆除散布委託料２回分、それか

ら間伐調査及び造林測量委託料が森林組合に対しまして57万8,000円を委託料として払って

おります。それから、16節の原材料費につきましては、５万7,300本の苗木代でございます。 

 ３款公債費、元金、利子、それから４款予備費につきましては、ごらんのとおりでござい

ます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 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、岸田議員。 

〇岸田議員 町有林野全般にわたることについて質問したいのですが、これは町の貴重な財

産でありますし、また森林という立場から自然環境にも非常に大きな影響を与えております

し、特に最近こうした木材関係についても大きな注目を集めているわけなのですけれども、

年々職員の定員の減少という状況も出ておりますが、町有林の将来に向けた管理体制につい

て、どのようにして管理をしていくのかということです。１つは、やっぱり現地の状況を常

に把握しておく必要があるだろうというふうに１つは考えておりますし、またある程度地元

の森林組合に調査等も依頼をしているということも伺っておりますけれども、それはそれと

して、町有林の木材、立木の生育状況、これはただ単に単年度でどうのこうのという問題で

はありませんので、やっぱり10年単位で10年、40年という長い年月の中でこうした林野を育

てていかなければならないわけなのですけれども、それには専門的な職員をきちっと配置を

していくと、そして将来に備えていくという体制が必要でないかというふうに思うわけです

けれども、その辺についてどのように考えておられるのか、お伺いをしたいと思います。 

〇田村議長 産業課長。 

〇中川産業課長 それでは、私は前段のほうで。 

 今岸田議員のおっしゃいますように、最近は自然環境、特に山林の関係については地球環

境の関係もあわせまして重要視されているわけでございます。そういう中で、今年から森林

組合のほうに一部管理を委託しているという部分がございます。基本的には、そのときにも

申し上げましたが、町有林の管理についてはうちの職員がきちっと把握をして将来ともやっ

ていくということについては、変わりはありません。それで、一部調査的なものとかそうい

うものについては、うちの職員も現場に張りつきますけれども、実際に作業をするのは森林

組合に委託してやっていただくということで、だんだんうちのほうも職員が減ってまいりま
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すので、そういう関係で何とか森林組合にお手伝いをいただきたいと、また森林組合の将来

的な育成ということも兼ねまして、今年からそういう形でやらせていただいております。そ

れで、あくまでも町有林の管理、把握については町職員が常に把握をしていくということに

ついては、変わりはないということでご理解をいただきたいと。 

 職員の配置状況については、私からは言えませんので、理事者のほうからお願いします。 

〇田村議長 副町長。 

〇門馬副町長 長年林務のほうを担当していた職員が退職したということを含めて、今後の

職員のあり方ということだというふうに思いますが、今課長のほうからも答弁ありましたよ

うに、当面森林組合のほうにも委託をお願いしながら調査関係をやっているわけですが、そ

ういう中でできる限り森林組合とタイアップして、職員のほうも当面は町有林の管理を行っ

ていくという考えであります。専門職という意味合いでありますが、特に山林関係について

は技術的なことを含めて非常に専門的な分野が求められているということはありますので、

専門職をできる限り育成するという形で当面はやっていくと、それも森林組合とタイアップ

してということで考えております。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第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の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立多数であります。 

 よって、認定第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５ 認定第３号 

〇田村議長 日程第５、認定第３号 平成18年度浦幌町模範牧場特別会計歳入歳出決算認定

についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 認定第３号 平成18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。 

 平成18年度浦幌町模範牧場特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の認定を求

める。 

 平成19年９月３日提出、浦幌町長。 
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 平成18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、区分１、歳入総額１億1,963万2,485円、２、歳出総額１億1,767

万7,930円、３、歳入歳出差引額195万4,555円、５、実質収支額195万4,555円。 

 18年度模範牧場特別会計歳入歳出決算書の歳入歳出は省略をさせていただきまして、18年

度模範牧場特別会計歳入歳出決算書事項別明細書。その前に、共同模範牧場におきます乳用

牛預託経費及び放牧地、採草地の維持管理を行う経費を見ている特別会計でございます。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ヘクタールの経営となって

おります。それから、夏期預託、１日当たり676頭、これは１年を通しまして154日でござい

ます。それで、町内牛については１日当たり263円、町外牛が315円となっております。利用

戸数につきましては、18年度は40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593頭で211日間、１日当たりの単価が町内牛が578円、町外牛が693円でございます。

利用戸数が43戸となっております。それから、保育預託、１日当たり112頭、これは365日間

でございまして、町内牛が231円、町外牛が315円となっております。利用戸数が22戸でござ

います。それから、人工授精捕縛料につきましては、645頭で１頭当たり2,000円でございま

す。それから、入退牧捕縛料につきましては、920頭で１頭当たり1,000円という単価になっ

ております。 

 それでは、歳入、１款使用料及び手数料につきましては、放牧使用料ということで先ほど

説明したとおりで、夏期、冬期の預託、それと哺育預託でございます。それから、２項の手

数料の中の捕縛手数料につきましては、先ほどご説明いたしました人工授精捕縛料と入退牧

捕縛料の収入でございます。 

 ２款財産収入につきましては、利子及び配当金でございます。 

 ３款繰越金については、前年度繰越金でございます。 

 ４款繰入金につきましては、基金繰入金、これは模範牧場の事業基金繰入金でございます。 

 ５款雑収入につきましては、雑入につきまして、入牧牛の駆除殺虫剤というのですか、虫

下しみたいな駆虫剤の代金が700頭分で２回行っております。その収入でございます。 

 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、この科目につ

きましては、模範牧場に係ります人件費及び事務所経費並びに各団体負担金でございます。

１の報酬につきましては、模範牧場運営委員会１回分でございます。それから、14節の使用

料及び賃借料につきましては、事務機械借上料でございます。19節負担金補助及び交付金に

つきましては、説明資料29ページのとおりでございます。 

 ２款施設費、１項１目施設管理費、この科目につきましては、乳用牛預託経費並びに採草

地の維持管理を行う経費でございます。11節の需用費、それから14節の使用料及び賃借料、

15節の工事請負費につきましては、説明資料29ページのとおりでございます。それから、13

節の委託料につきましては、電気保安管理委託料でございます。それから、16節の原材料費

につきましては、牧草種子、それからパドック用の資材ほかでございます。それから、18節

の備品購入費につきましては、車両タイヤでございます。工事請負費の中で、昨年はカウハ
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ッチ20頭分、60坪のＤ型ハウスの屋根だけの哺育牛入牧待機舎ということで建設をさせてい

ただいております。 

 ３款の予備費につきましては、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。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第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の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立多数であります。 

 よって、認定第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６ 認定第４号 

〇田村議長 日程第６、認定第４号 平成18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 認定第４号 平成18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。 

 平成18年度浦幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の

認定を求める。 

 平成19年９月３日提出、浦幌町長。 

 決算書のほうへ戻っていただきまして、平成18年度浦幌町国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額９億3,989万2,160円、２、歳出総額８億9,873万8,8

26円、３、歳入歳出差引額4,115万3,334円、４、翌年度へ繰り越すべき財源、繰越明許費繰

越額12万5,000円、計12万5,000円、５、実質収支額4,102万8,334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特別会計でございます。

主な事業内容及び事業効果等については、別冊の説明資料30ページ及び31ページに記載のと

おりです。 

 １ページ及び２ページの平成18年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書は、説明を
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省略させていただきます。 

 それでは、３ページをごらん願います。平成18年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算事項別明細書、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、退職被保険者等を除く被保険者に係る国民健康保険税でございます。現

年課税分２億5,099万1,375円、収納率は96.75％で、対前年度比0.58％増の内容でございま

す。滞納繰り越し分は597万2,504円、不納欠損額は11人で230万7,222円、滞納繰り越し分収

納率は17.47％で、対前年度比1.16％の増でございました。 

 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、長い間会社等に勤め、退職

して年金受給権のある方で老人保健の適用を受けていない被保険者に係る国民健康保険税

でございます。現年課税分2,434万4,620円、収納率は99.34％で、対前年度比0.22％の減で

ございました。滞納繰り越し分は10万3,400円、滞納繰り越し分収納率は100％でした。収入

未済額は、実人員133人、3,448万6,492円で、このうち８月末現在では329万7,143円を収納

し、徴収率は現時点で9.56％でございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金、この目につきましては、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36％が交付されるものです。 

 ２目高額療養費共同事業負担金、この目につきましては、歳出の５款１項共同事業拠出金、

１目高額医療費拠出金に対し、４分の１が交付されるものでございます。 

 ２項国庫補助金、１目財政調整交付金、この目につきましては、市町村間における財政力

の不均衡を調整するために交付されるものでございます。平成18年度は、医療費の増加と所

得額の減少に伴う保険税収入額の減少により、対前年度比2,200万円の増額交付となりまし

た。 

 ２目後期高齢者医療制度創設準備事業費補助金、この目につきましては、後期高齢者医療

制度創設準備に伴う国民健康保険システム改修に対する補助金で、繰越明許費として執行さ

れるものでございます。 

 ４ページをごらん願います。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、この目につきましては、国庫支出金と同様に４分の１を道から交付されるものでござ

います。 

 ２項道補助金、１目財政調整交付金、この目につきましては、市町村間における財政力の

不均衡を調整するために交付されるものでございます。 

 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、この目につきましては、高額

医療費の発生による保険者の財政運営の不安定化を緩和するため、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。 

 ２目保険財政共同安定化事業交付金、この目につきましては平成18年10月から創設された

交付金で、市町村国保間の保険料の平準化、財政の安定化を図るため、１件30万円以上の医

療費について、各市町村国保からの拠出金を財源として都道府県単位で費用負担を調整する

ために交付されるものです。 
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 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、この目につきましては一般会計か

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を多く抱える保険者の財政

安定化を図る支援分、出産育児一時金、そして職員の人件費などに対する繰り入れでござい

ます。 

 ５ページをごらん願います。８款諸収入、３項雑入、３目一般被保険者返納金、この目に

つきましては、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、３個人、１医療機関について世帯主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項１目連合会支出金、この目につきましては、町高額医療費共同事業に係る国保連合会

からの交付金の内容でございます。 

 ６ページをごらん願います。歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、この

目につきましては、この特別会計に係る３名の人件費及び事務経費でございます。13節委託

料のうち国民健康保険システム改修に係る262万5,000円につきましては、繰越明許費で翌年

度に執行するものでございます。 

 ２項徴税費、１目賦課徴収費、この目につきましては、国民健康保険税の賦課及び徴収に

係る事務経費でございます。19節負担金補助及び交付金は、平成19年度からスタートしてお

ります十勝市町村税滞納整理機構の設立準備の滞納整理システム導入に係る負担金を支出

しております。 

 ３項１目運営協議会費、この目につきましては、委員９名の国民健康保険運営協議会を３

回開催したことに要した経費でございます。 

 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、

この目につきましては、国民健康保険の被保険者が出産した場合に出産育児一時金として給

付しております。10人分の給付に要した経費でございます。以前は１人につき30万円でした

が、平成18年10月から35万円に改正されております。 

 ５項葬祭諸費、１目葬祭給付費、この目につきましては、国民健康保険の被保険者が死亡

した場合に１万円を葬祭給付費として給付しておりますが、38人分の給付に要した経費でご

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、この目につきましては、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

ために要した経費でございます。 

 ４款１項１目介護納付金、この目につきましては、介護保険事業の費用のうち32％につい

ては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ために要した経費でございます。 

 ８ページをごらん願います。５款１項共同事業拠出金、１目高額医療費拠出金、この目に

つきましては、過去３年間の高額医療費の推移を見て、全道対比で拠出する経費でございま
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す。 

 ６款１項保健事業費、１目保健衛生普及費、この目につきましては、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。なお、総合検診の委託料は、対象者280

名、基本健診申し込み件数110名、実受診件数は108名で、このうち２次検査の耐糖機能検査

は１名でございました。 

 ７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、この目につきま

しては、過年度にさかのぼり、被保険者の資格を喪失したことによる18件の保険税還付金で

ございます。 

 ３目償還金、この目につきましては、過年度分の国庫負担金である療養給付費等負担金を

北海道出納長へ精算確定により返還したものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第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の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立多数であります。 

 よって、認定第４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５号 

〇田村議長 日程第７、認定第５号 平成18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 認定第５号 平成18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。 

 平成18年度浦幌町老人保健特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の認定を求

める。 

 平成19年９月３日提出、浦幌町長。 

 決算書に戻っていただきまして、平成18年度浦幌町老人保健特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額８億5,206万7,623円、２、歳出総額８億5,198万7,3

34円、３、歳入歳出差引額８万289円、５、実質収支額８万289円。 
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 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。 

 １ページ及び２ページの平成18年度老人保健特別会計歳入歳出決算書は、説明を省略させ

ていただきます。 

 それでは、３ページをごらん願います。平成18年度老人保健特別会計歳入歳出決算事項別

明細書、歳入、１款１項支払基金交付金、１目医療費交付金、この目につきましては、老人

保健医療諸費に対する医療保険各法からの現年度分の交付金でございます。 

 ２目審査支払手数料交付金、この目につきましては、老人保健医療事務経費に対する医療

保険各法からの現年度分の交付金でございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目老人医療費負担金、この目につきましては、窓口

負担１割の方に係る老人保健医療費に対する国からの現年度分及び過年度分の交付金でご

ざいます。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目老人医療費負担金、この目につきましては、窓口負担

１割の方に係る老人保健医療費に対する道からの現年度分、過年度分の交付金でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、この目につきましては、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。医療給付費の

増加見込みにより、第２回補正予算で４万2,000円を追加しておりましたが、医療給付費の

精算確定により、平成19年度第１回補正予算において精算確定による292万6,000円を一般会

計への返還分として他会計繰出金に計上いたしております。 

 ５款１項１目繰越金、この目につきましては、前年度からの繰越金でございます。 

 ４ページをごらん願います。６款３項２目返納金、この目につきまして、受給者の負担区

分の変更による一部負担金の差額を４名の方から返納していただいたものでございます。 

 ５ページをごらん願います。歳出、１款１項医療諸費、１目医療給付費、この目につきま

しては、老人保健受給者が医療機関にかかった場合、その医療費の一部である１割もしくは

３割を本人が支払い、残りの費用は老人保健会計が負担する医療給付費でございます。国保

連合会と支払基金を通じて、各医療機関に支払われます。 

 ２目医療支給費、この目につきましては、老人保健受給者がやむを得ない理由により一た

ん全額自己負担をした場合の市町村負担分を支払う場合や整骨院にかかった場合、はり、き

ゅうなどの施術を受けたときの費用やコルセットなどの治療用装具の費用などの一部負担

金を除いた額と高額医療費の支払いに係る経費でございます。 

 ３目審査支払手数料、この目につきましては、老人保健医療の診療報酬明細書の審査機関

である国保連合会と支払基金に対し、診療報酬明細書の枚数に応じて支払う審査手数料でご

ざいます。 

 ２款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目償還金、この目につきましては、平成17年度

分の医療給付費及び審査支払手数料について、精算確定に伴う道及び社会保険診療報酬支払
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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、この目につきましては、平成17年度分の医療給付費について、精算確

定に伴う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せていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第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の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立多数であります。 

 よって、認定第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８ 認定第６号 

〇田村議長 日程第８、認定第６号 平成18年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出決算認定

についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 認定第６号 平成18年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて。 

 平成18年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の認定を求

める。 

 平成19年９月３日提出、浦幌町長。 

 決算書に戻っていただきまして、平成18年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額４億6,482万5,929円、２、歳出総額４億5,163万8,7

13円、３、歳入歳出差引額1,318万7,216円、４、翌年度へ繰り越すべき財源、繰越明許費繰

越額85万2,000円、計85万2,000円、５、実質収支額1,233万5,216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きましては、別冊の説明資料33ページ及び34ページに記載のと

おりです。 

 １ページ及び２ページの平成18年度介護保険特別会計歳入歳出決算書は、説明を省略させ

ていただきます。 

 それでは、３ページをごらん願います。平成18年度介護保険特別会計歳入歳出決算事項別
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明細書、歳入、１款１項介護保険料、１目第１号被保険者介護保険料、この目につきまして

は、65歳以上の第１号被保険者の方からいただく介護保険料でございます。現年度分は7,07

3万9,800円、収納率は99.44％で、対前年度比0.22％の増でございました。滞納繰り越し分

は26万9,600円、滞納繰り越し分収納率は16.69％で、対前年度比6.64％の減でございました。

不納欠損額は、１件で5,400円でございます。収入未済額は18人、173万8,200円で、このう

ち８月末現在では23万3,800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目介護給付費負担金、この目につきましては、介護

保険事業に係る保険給付費の20％を国から交付されるものです。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金、この目につきましては、原則として介護保険事業に係

る保険給付費の５％が国から交付されるものですが、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となります。 

 ２目地域支援事業交付金、この目につきましては、支援事業費のうち介護予防事業につい

ては対象経費の25％、任意事業については対象経費の40.5％が交付されるものでございます。 

 ３目介護保険事業費補助金、この目につきましては、法改正によるシステム改修経費及び

医療費制度改正に伴う介護保険システム改修経費に対し交付されるもので、予算額に対する

収入未済額の82万8,000円は繰越明許費に伴い平成19年度において収入されるものでござい

ます。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金、この目につきましては、介護保険

事業に係る保険給付費の12.5％が道から交付されるものです。 

 ３項道補助金、１目地域支援事業交付金、この目につきましては、地域支援事業のうち介

護予防事業については対象経費の12.5％、任意事業については対象経費の20.25％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。４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、この目に

つきましては、介護保険事業に係る保険給付費の32％が社会保険診療報酬支払基金から交付

されるものです。なお、この交付金の財源は、医療保険各法からの拠出金になります。 

 ２目地域支援事業交付金、この目につきましては、地域支援事業のうち介護予防事業につ

いて対象経費の31％が交付されるものでございます。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、1目一般会計繰入金、この目につきましては、介護給付

費繰入金として介護保険事業に係る保険給付費の市町村の負担分である12.5％と、地域支援

事業繰入金として地域支援事業費のうち介護予防事業については12.5％、任意事業について

は20.25％の市町村負担分、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及

び事務費繰入金として介護保険事業に係る事務経費を一般会計よりそれぞれ繰り入れする

ものでございます。 

 ５ページをごらん願います。８款諸収入、３項雑入、２目返納金、この目につきましては、

高額介護サービス費の過大請求による１介護保険施設からの返納金と居宅介護サービス費
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に係る過大請求による１介護保険施設からの返納金及び介護サービス利用者負担区分変更

による１個人からの返納金でございます。 

 ６ページをごらん願います。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、介護保険事業に係る人件費及び事務経費でございます。13節委託料は、法改正

による平成18年10月施行分の介護保険システム改修経費及び医療費制度改正に伴う介護保

険システム改修経費168万円は、繰越明許費でございます。 

 ３項１目介護認定審査会費、この目につきましては、東部４町で構成する介護認定審査会

に係る経費でございます。12節役務費は、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、この目につきましては、要介護度の認定調査に要する経費でございます。

13節委託料は、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、この目につきましては、６人の委員による介護保険運営

協議会を３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、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サ

ービス等給付費から４目施設介護サービス等給付費までは、被保険者が事業所から受けたサ

ービス費用のうち９割をこの保険給付費で支払うもので、国保連合会を通じて各事業者に支

払われております。 

 ３項特定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護サービス費、この目につきまして

は、一昨年10月の制度改正により居住費または滞在費及び食費の負担が低所得者の方にとっ

て過重な負担とならないよう、所得に応じた定額の負担限度額を設けることにより、低所得

者の負担軽減を図るため、本人負担分以外を国保連合会へ支払う経費でございます。 

 ３款１項１目財政安定化基金拠出金、この目につきましては、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。４款１項地域支援事業費、１目介護予防事業費、この目につ

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

行い、虚弱な高齢者に介護予防サービスを提供するとともに、一般の高齢者には介護予防の

ための健康づくりを行うための経費でございます。 

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

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

費でございます。 

 ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金、この目につきましては、平成17

年度の国及び道並びに社会保険診療報酬支払基金に対する介護給付費負担金等の精算に伴

う返還に係る経費でございます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金、平成17年度の精算により、一般会計繰入金過年度繰り入
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れ分の精算返還金を一般会計へ繰り出した経費でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 ちょっとお聞きしたいのですけれども、説明資料のほうの２の任意事業費、扶

助費という中で介護用品給付というのがありますけれども、給付に当たってはどのような制

約といいますか、例えば収入だとか家族だとかと、そういったものの規制があると思うので

すが、その辺をちょっと教えていただきたいなと思うのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 介護予防費の給付費の介護用品給付費ということでございまして、延

べ25名支出しております。介護認定３、４、５の方で、在宅でいる方で所得税を払っていな

い非課税の世帯、在宅で非課税の方に対して月１万円を給付している事業でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 ほかの地域で同じようなことがあったものですから、今言われたことは基本的

なことだろうと思うのですが、あと例えば家族の同居家庭とかなんとかといろいろ規約が私

が聞いたときにあったものですから、あくまでこれは浦幌の部分に関してなのかなと私は思

っているものですから、総体的に全国的なものでなくて、今課長が言われたことは浦幌の部

分なのかなというふうに思うのですけれども、その辺それでよろしいですか。 

〇田村議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 全国的というか、国の補助をもらっているのが日常生活給付のうち介

護の認定４、５でございます。介護認定３は、浦幌町独自の事業でございます。日用品の給

付事業そのもののお店、おむつとかそういうお店については、浦幌町内の業者をすべて指定

をしております。そういうことでご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第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の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立多数であります。 

 よって、認定第６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７号 

〇田村議長 日程第９、認定第７号 平成18年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計歳入歳出決

算認定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇鈴木診療所事務長 認定第７号 平成18年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計歳入歳出決

算認定について。 

 平成18年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の認

定を求める。 

 平成19年９月３日提出、浦幌町長。 

 別冊の歳入歳出決算書に移らせていただきます。平成18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、区分、１、歳入総額３億2,000万2,437円、２、歳出総額３億1,97

9万9,480円、３、歳入歳出差引額20万2,957円、５、実質収支額20万2,957円。 

 本会計は、浦幌町立診療所の管理運営及び収支の会計を処理する特別会計であり、診療状

況など主な内容につきましては成果報告書35ページに記載のとおりでございます。 

 次のページに移らせていただきます。１ページから２ページにわたります平成18年度浦幌

町立診療所特別会計歳入歳出決算書については、省略させていただきます。 

 ３ページをごらん願います。平成18年度浦幌町立診療所特別会計歳入歳出決算事項別明細

書、歳入、１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、一般会計からの繰入金で

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。 

 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入、診療行為に係る報酬収入でございます。 

 ２項１目雑入、主な内容といたしましては、医療過誤による賠償請求に係る保険金の収入

内容となってございます。 

 ２目過年度収入、この収入につきましては、診療年度にお支払いいただけなかった診療報

酬の収入の内容でございまして、11件７名の方の収入内容となってございます。 

 ３項寄附金、１目指定寄附金、多機能心電計の購入に係る指定寄附の内容となってござい

ます。 

 ４ページに移らせていただきます。歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費、本科目

につきましては、事務職員４名、施設の維持管理運営、それぞれに係る経費でございます。

11節需用費、主な内容といたしましては、燃料費及び光熱水費に係る経費が合計784万8,830

円となってございます。13節委託料、主な内容といたしましては、電気工作物、消防設備、

暖房設備、自動扉、それぞれ保守点検業務の委託となってございます。合計額217万350円の

執行内容でございます。14節使用料及び賃借料、主な内容といたしましては、支援協力等を
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いただいております医師の送迎に係る車の借上料が31万5,000円となってございます。22節

補償補てん及び賠償金、医療過誤による和解に基づく賠償金の支出内容でございます。 

 ２目医業費、本科目につきましては、医師、看護師などの人件費及び医療機器の保守業務

委託、賃借料、医療材料などの経費となってございます。７節賃金、この賃金につきまして

は、所長及び支援協力医師を含め21名の医師の賃金6,104万5,700円を初めとし、看護師、臨

時職員の賃金の内容となってございます。９節旅費、この節につきましては、所長及び支援

協力医師の交通費用弁償が647万2,700円となってございます。11節需用費、主な内容といた

しましては、医療材料費につきまして1,704万1,039円の支出内容となってございます。13節

委託料、医療機器保守点検、血液検査等の委託料が主な内容となってございます。それぞれ

437万7,546円、1,339万4,980円の内容でございます。14節使用料及び賃借料につきましては、

医療機器の賃借料でございます。18節備品購入費、この節につきましては、成果報告書36ペ

ージに記載をしているとおりでございます。 

 ５ページに移らせていただきます。１項公債費、本項につきましては、診療所の建設及び

設備に係る過疎債の償還内容となってございます。１目元金及び２目利子の内容となってご

ざいます。 

 ３項の予備費については、特に説明はございません。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ８番、野村議員。 

〇野村議員 １点お伺いしたいのですけれども、新しい医者が来まして、診療体制もしっか

りきちんとした形を理解しているわけですけれども、最近町内の一病院も休診にしていると

いうことで、診療所が相当込んで、診療時間も相当短くなってきて、医師の負担も時間的に

ふえているとお伺いしていますけれども、先ほどの説明の中で送迎用の車両の借り上げとい

う形で31万5,000円の支出が計上されたということをお伺いしたのですけれども、当然医者

も人間ですから、やっぱり休まなければならないだろうし、前回は聖マリアンナのいろんな

医療体制のもとでやっていたのですけれども、今はどういう形で、予備体制というのですか、

どういう形で行われて、この費用というのは、それもまた前回と同じような形の医者の送迎

に係る費用で支出されているのかどうか、その辺まずお伺いしたいのですけれども。 

〇田村議長 診療所事務長。 

〇鈴木診療所事務長 送迎にかかわる部分での体制のお話だと思います。18年度の賃金等で

先ほどご説明させていただきました所長含めて21名の医師の方の対応をしていたというこ

とでございますけれども、昨年の実績の中では聖マリアンナ大学との協力関係でそのうち10

名の医師の方、そのほか多田医院、あわせて北海道地域医療財団のほうからのご支援もござ

います。それらを含めますと11名、合計21名の所長以下の医師の体制で昨年は医療に臨んだ

という形でございます。その関係の中では、特に聖マリアンナ大学の協力に関しましては東

京方面、いわゆる羽田空港をご利用されている医師がほとんどでございます。その関係で、
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帯広空港、釧路空港の送迎を行ってきたと。あわせて、財団のほうにつきましては、札幌駅

をＪＲをもって利用される方がほとんどでございますので、池田駅間の送迎といった分をあ

わせますと、昨年度の実績の中では月のうちほぼ毎木曜日、毎日曜日についてその送迎に当

たってきたという内容でございます。本年につきましては、聖マリアンナ大との協力関係に

つきましては期間をもって終了いたしましたので、個別の対応の中でご協力をいただいてご

ざいます。その関係で羽田空港、本州からご協力をいただいている医師の方が２名、あとは

本年の４月当初からの部分として多田医院のほうからの協力申し出、ご協力がしていただけ

るという内容がございましたので、それは定期的には月に１度か２度の週末１日対応がほと

んどでありますけれども、そのほか財団ということで、月のうち木曜日か金曜日、あわせて

日曜日の送迎が月のうちに３度ほど、その送迎に当たっているという状況でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 わかりました。去年よか大分送迎も少なくなってきて、医師の予備体制も確立

されているということで、大変安心しているところですけれども、去年の実績も含めて、今

年も同じような形をやられるということは、また送迎の車両の賃借料が計上されるというこ

とで、これは公用車を使わないで、どこかリース会社から車借りているのか、その体制と、

及びその送迎にかかわるドライバーというのか、それはどのような形になっているわけです

か、現状で結構です。 

〇田村議長 診療所事務長。 

〇鈴木診療所事務長 現状も昨年の実績とほぼ変わりございませんけれども、私事務長のほ

うと、都合により送迎対応ができない場合については事務職員をもってお願いするといった

状況でございます。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 私そこが一番心配なことなのです。夏場、天候のいいときはだれが運転しても

安心であるけれども、本来であればそういう業務というのは、医師という大変高額な補償を

しなければならない人に対する道中の危険を回避するためにも、これはやっぱり専門業者な

りタクシーなり、また委託業者なりという形で、わざわざ事務長が釧路、また飛行場や駅ま

で送迎するために高い給料を払っているのではないと私は思うのです。また、危険回避と言

ったらちょっと失礼か、語弊ありますけれども、そういうことに対してはきちっと節度を持

ってやるべきではないかなと思うのですけれども、その辺についての考えはどうでしょうか。 

〇田村議長 診療所事務長。 

〇鈴木診療所事務長 先ほどの車借り上げの関係で、リースをもって公用車扱いの中でみず

から運転をして、その送迎を行っているという状況でございます。その分説明が不足して、

申しわけございません。今後の対応のご質問でございますけれども、この件につきましては

状況がそういう状況の中で進めてきておりますけれども、現実大きな課題でございます医師

の２名体制という部分が今後どのような形で推移していくかというのがまだ今のところ不
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透明でございます。その部分との兼ね合いの中で、今後はあわせて検討させていただきたい

というふうに思っているところでございます。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 今野村議員ご指摘の送迎のことだと思いますけれども、送迎に際してお医者さ

んがもし万一事故に遭った場合ということだと思います。これは、送迎について公用車を使

っているということでありますから、当然公用車については保険に入っているということで

ありますので、賠償責任については公用車の中の賠償責任で対応するということになるだろ

うと思います。これを例えばタクシーなり営業車を使うということになると、これは回数が

かなり多いものですから、そういう面では費用対効果でどうなのかなという部分もあると思

います。そういう面では、賠償関係については、きちんと保険で対応できるような賠償金額

も含めて、きちんと対応していくべきではないのかなというふうに思っています。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 当然そういう形の補償というのはきちっとしなければならないと思うのです

けれども、ただ心配されるのは、先ほど事務長の責任において事務職員か事務長か、手のあ

いた人が飛行場なり駅なりに迎えに行くと、このことが私は、それは先生の送迎で医師体制

の整備のための業務の一環と言えば、それで済むのですけれども、道路状況、その他いろい

ろなこと考えて、そのような危険負担までしてやらなければならないのかなと。それならば、

費用対効果の問題もあるでしょうけれども、きちっと安全なことをまず前もってつえをつい

て先に回避するためにも、多少の経費かかっても、これは試算してみなければわかりません

けれども、どこかに委託して、それは先ほど聞いた内容ではそんなに頻繁な回数でもないだ

ろうし、年間契約すれば経費的にもっと安くなるという方法もあるだろうと思うのですけれ

ども、そういうことをきちっとやっていかないと、今度例えば事務長なり職員が何かあった

とき、個人的な補償は今言ったようにきちっとされると言うけれども、個人的な責任という

のはいつまでも残ると思うのです。そういうことは、やはり回避すべきことかなと。それに

よって、安心な医療体制の一環ができるのかなと思っていますので、その辺今後の考え方に

ついてそういうことについて考えるべきでないかということなのですけれども、それについ

てはどうでしょうか。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 本来であれば、先日もお話ありましたけれども、医療体制、これは１名体制で

はなく２名体制で行うというのがよりベターだろうなというふうに思っています。そういう

意味では、医者２名体制を本来きちっと確立できればこの問題も解決できるだろうというふ

うに思っていますし、週末、また休みのときに代替の先生に来ていただくという費用が常駐

のお医者さん１名分に該当するだけの支出があるということでありますから、本来であれば

もう一名のお医者さんを確保するということが先決だろうなというふうに思っています。今

野村議員ご指摘のとおり、いろんな個人の責任等のこともありますから、当然この部分も含

めて今後検討させていただきたいというふうに思っていますので、ご理解いただきたいと思
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います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第７号を採決します。 

 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の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立多数であります。 

 よって、認定第７号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 

    ◎日程第１０ 認定第８号 

〇田村議長 日程第10、認定第８号 平成18年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇前田施設課長 認定第８号 平成18年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて。 

 平成18年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の認定を

求める。 

 平成19年９月３日提出、浦幌町長。 

 別冊の決算書をごらんください。平成18年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額３億2,381万2,628円、２、歳出総額３億2,247万7,0

22円、３、歳入歳出差引額133万5,606円、５、実質収支額133万5,606円。 

 １ページ目、２ページ目の平成18年度公共下水道特別会計歳入歳出決算書は、省略させて

いただきます。 

 ３ページ目、平成18年度公共下水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書、歳入、１款分担

金及び負担金、１項分担金、１目公共下水道費分担金、２節滞納繰り越し分の収入未済額２

万6,500円の件数につきましては、１件でございます。 

 ２項負担金、１目公共下水道費負担金、１節公共下水道受益者負担金の収入未済額３万4,

400円につきましては、２件、２戸の分でございます。２節滞納繰り越し分、収入未済額53

万1,660円については、３件、２戸の内容でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目公共下水道使用料、１節現年度分、収入未済額

27万9,018円につきましては、110件、38人分でございます。２節滞納繰り越し分、収入未済
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額３万8,905円につきましては、24件、８人分でございます。また、不納欠損額３万1,560円

につきましては、２件、１人分でございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道事業費補助金につきましては、公共下水道

事業費の国庫補助金でございます。内容につきましては、終末処理場中央監視制御装置更新

事業の工事でございます。 

 ４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金につきましては、貸付金、預託金

利子でございます。 

 ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金については、一般会計からの繰入金

でございます。 

 ６款繰越金から７款諸収入までは、特に説明する内容はございません。 

 ８款１項町債、１目公共下水道債は、整備に関する事業債でございます。 

 次のページをお開きください。歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、こ

の目については、公共下水道に係る一般管理費の内容でございます。14節使用料及び賃借料

については、説明資料38ページに記載のとおりでございます。 

 ２目普及推進費、この目につきましては、水洗化に向けての普及推進に係る経費の内容で

ございます。節については、特に説明する内容はございません。 

 ２項施設管理費、１目管渠管理費、この目につきましては、汚水管渠の維持管理に係る経

費の内容でございます。13節委託料につきましては、説明資料38ページに記載のとおりでご

ざいます。 

 ２目処理場管理費、この目につきましては、処理場の維持管理に係る経費の内容でござい

ます。11節需用費、13節委託料につきましては、説明資料38ページに記載のとおりでござい

ます。 

 ２款事業費、１項１目下水道建設費、この目につきましては、下水道建設に係る経費の内

容でございます。13節委託料、15節工事請負費につきましては、説明資料38ページに記載の

とおりでございます。 

 ３款１項公債費、１目元金、23節償還金利子及び割引料につきましては、長期債償還元金

でございます。 

 ２目利子、23節償還金利子及び割引料につきましては、長期債償還利子でございます。 

 ４款予備費、これについては実施しておりませんので、不用額となっております。 

 後になりましたけれども、この会計は、浦幌町公共下水道の建設及び維持管理をする特別

会計です。主な内容及び事業効果については、説明資料37ページに記載のとおりでございま

す。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議お願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ７番、河内議員。 

〇河内議員 確認の意味でちょっとお聞きしたいと思うのですけれども、地方債の中で資本
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標準化債というのが起債の目的ということであるわけですけれども、特別会計がなかなか減

っていかないなというところで見させていただくと、起債というのが必ずこういった形で起

きてきているということです。標準化債というのは、借金を先送りしていくというのか、そ

ういう意味合いがあると思うのですけれども、今後その辺の考え方というのか、私は特別会

計の借入金というのはできるだけスムーズに返していったほうがいいと思うのだけれども、

その辺を活用することについての折り合いというのはいろいろあると思うのだけれども、考

え方についてお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 施設課長。 

〇前田施設課長 平準化債に関しましては、現在借りている償還額を前倒しで平準化債、安

い利率で借りまして、それを現在の償還に充てて、現在の償還額を薄めていくと。しかし、

平準化債ですから、借りた分については後日後年度に払うということでございまして、世代

の公平化といいますか、建設当時から現在まで借りている金額を後年度に使う一般町民の方

に対しても公平に払っていただくという形から、平準化債を用いて将来的に薄めてやろうと

いう形で借りております。現在償還しようとしている起債の利率につきましては、４％から

８％ぐらいの率がありますけれども、この平準化債については18年度につきましては1.75％

の利息で借りられるということから、非常に得ということで借りております。今後償還額も

かなりありますけれども、なるべく安い平準化債を借りながら返済を進めていきたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、河内議員。 

〇河内議員 今の説明で大体のことは理解できたのですけれども、素朴に考えると、借金は

きちっと繰り延べしないで返していったほうがいいのでないかなと。これ安い利息であって

も、その分繰り延べしていくことは、また先延ばしということですよね。私そういうふうに

受け取っているのですけれども、その辺についてそういうものを利用しなければなかなか運

用がうまくいかないというような点があるということでの利用なのでしょうか。 

〇田村議長 施設課長。 

〇前田施設課長 この平準化債を借りることによって、一般会計から繰入金が当然入ってい

るわけですけれども、この平準化債を借りないという形にしますと、当初借りていた償還年

数が例えば20年という形になりますと、そのまま20年間高い利息で払っていかなければなら

ないという形になります。この平準化債によりますと、先ほど言いました利率で一般会計繰

入金のうち平準化債を借りて、その分薄めて将来的に返済をしていくと。期間は延びるので

すけれども、かなり利息的には安くなっていくということから平準化債を利用しているとい

うことでございますので、ご理解願いたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第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の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立多数であります。 

 よって、認定第８号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩といたします。 

 

午前１１時３２分  休憩 

午後 １時００分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第１１ 認定第９号 

〇田村議長 日程第11、認定第９号 平成18年度浦幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算

認定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇前田施設課長 認定第９号 平成18年度浦幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算認定

について。 

 平成18年度浦幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の認定

を求める。 

 平成19年９月３日提出、浦幌町長。 

 別冊の決算書をお開きください。平成18年度浦幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額4,555万6,717円、２、歳出総額4,494万41円、３、

歳入歳出差引額61万6,676円、５、実質収支額61万6,676円。 

 この会計は、浦幌町個別排水処理施設の設置及び維持管理をする特別会計です。主な内容

及び事業効果については、説明資料39ページに記載のとおりでございます。 

 １ページ目、２ページ目の平成18年度個別排水処理特別会計歳入歳出決算書は、省略させ

ていただきます。 

 ３ページ目をお開きください。平成18年度個別排水処理特別会計歳入歳出決算事項別明細
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書、歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目個別排水処理分担金、これにつきまし

ては、特に説明の内容はございません。 

 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、１節現年度分、これにつ

きましては、156基分でございます。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、これにつきましては、一般会計か

らの繰入金の内容でございます。 

 ４款財産収入から６款諸収入までについては、特に説明の内容はございません。 

 ７款１項町債、１目個別排水処理施設整備事業債、これにつきましては、整備に関する事

業債でございます。 

 次のページをお開きください。歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、こ

の目につきましては、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。14節使用料

及び賃借料については、説明資料40ページに記載のとおりでございます。 

 ２目普及推進費、この目につきましては、水洗化に向けての普及推進に係る経費の内容で

ございます。18年度につきましては、10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７戸が改造しております。 

 ２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費、この目につきましては、施設に係る維持

管理費の内容でございます。13節委託料につきましては、説明資料40ページに記載のとおり

でございます。 

 ２款事業費、１項１目個別排水処理施設建設費、この目につきましては、合併浄化槽の建

設に係る経費の内容でございます。15節工事請負費につきましては、説明資料40ページに記

載のとおりでございます。 

 ３款１項公債費、１目元金、23節償還金利子及び割引料につきましては、長期債償還元金

でございます。 

 ２目利子、23節償還金利子及び割引料につきましては、長期債償還利子でございます。 

 ４款１項１目予備費につきましては、実施しておりませんので、不用額となっております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議お願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第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） 

〇田村議長 起立多数であります。 
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 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１２ 認定第１０号 

〇田村議長 日程第12、認定第10号 平成18年度浦幌町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定

についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇前田施設課長 認定第10号 平成18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。 

 平成18年度浦幌町簡易水道特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の認定を求

める。 

 平成19年９月３日提出、浦幌町長。 

 別冊の決算書をごらんください。平成18年度浦幌町簡易水道特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額３億2,400万2,552円、２、歳出総額３億2,228万4,2

95円、３、歳入歳出差引額171万8,257円、５、実質収支額171万8,257円。 

 この会計は、浦幌町簡易水道施設の維持管理及び建設に係る経費を処理する特別会計です。

主な内容及び事業効果については、説明資料41ページに記載のとおりでございます。 

 １ページ目、２ページ目にわたります平成18年度簡易水道特別会計歳入歳出決算書につい

ては、省略させていただきます。 

 ３ページ目をお開きください。平成18年度簡易水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書、

歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目簡易水道費負担金、１節工事負担金、これ

につきましては、材木通り改良工事ほか水道管移設に伴う負担金の内容でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料、１節現年度分、収入未済額71万9,

710円につきましては、件数171件、56人分でございます。２節滞納繰り越し分、収入未済額

91万3,994円につきましては、152件、16人分でございます。合計166万3,704円の収入未済額

となっております。 

 ２項手数料、１目簡易水道手数料、これにつきましては、新設12件、改良１件の内容でご

ざいます。 

 ３款１項繰入金、１目一般会計繰入金、これにつきましては、一般会計からの繰入金の内

容でございます。 

 ４款繰越金から５款諸収入までについては、特に説明する内容はございません。 

 ６款国庫支出金、１項国庫補助金、１目簡易水道事業費補助金、これにつきましては、簡

易水道事業費の国庫補助金でございます。内容につきましては、厚内簡易水道石綿セメント

管改修事業の工事でございます。 

 ７款１項町債、１目簡易水道事業債、これにつきましては、整備に関する事業債でござい

ます。 
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 次のページをお開きください。歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、こ

の目については、簡易水道事業に係る人件費などの一般管理費の内容でございます。14節使

用料及び賃借料については、説明資料42ページに記載のとおりでございます。 

 ２目施設管理費、この目につきましては、簡易水道６カ所の施設の維持管理費に係る経費

の内容でございます。11節需用費、13節委託料につきましては、説明資料42ページに記載の

とおりでございます。 

 ２款１項事業費、１目給水事業費、この目につきましては、給水に係る量水器取りかえ工

事などに係る経費の内容でございます。13節委託料、15節工事請負費につきましては、説明

資料42ページに記載のとおりでございます。 

 ３款１項公債費、１目元金、23節償還金利子及び割引料につきましては、長期債償還元金

でございます。 

 ２目利子、23節償還金利子及び割引料につきましては、長期債償還利子でございます。 

 ４款諸支出金から５款予備費までにつきましては、実施しておりませんので、不用額とな

っております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第10号を採決いたします。 

 認定第10号について、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） 

〇田村議長 起立多数であります。 

 よって、認定第10号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 

    ◎日程第１３ 発議第１０号 

〇田村議長 日程第13、発議第10号 森林・林業・林産業の活性化と地域の振興を求める意

見書の提出について、提出者の説明を求めます。 

 差間産業建設常任委員長。 

〇差間産業建設常任委員長 発議第10号 森林・林業・林産業の活性化と地域の振興を求め

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条第３項の規定により提出いたしま

す。 

 平成19年９月11日提出、産業建設常任委員会委員長、差間勝男。 
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 意見書案の要旨について説明いたします。 

 平成20年には北海道にて先進国首脳会議が開催されますが、環境サミットとも言われるほ

ど地球温暖化問題が重要視されています。 

 昨今、温室効果ガスの増加による地球温暖化現象が人類の生存基盤を揺るがす重要な環境

問題として叫ばれています。事実、近年これまで無かったような自然災害が世界各国で発生

しており、日本でも毎年のように異常気象による水害、山地災害、風害が発生し、地域住民

の安全はもとより農林水産業に大きな被害がでています。 

 平成17年２月に「京都議定書」が発効し、森林には温室効果ガスの吸収源として大きな役

割が課されています。 

 森林・林業・林産業を取り巻く状況は、木材価格が原油価格の高騰や北洋輸入材の激減等

により高騰している状況にあり、長引く景気低迷の中で製品の適正価格に転嫁されず林業事

業体、森林所有者の経営山村地域の経済は厳しい環境におかれています。 

 したがって、地球環境を保全するためにも、幹線林道事業、水源林造成事業等の数々の事

業は森林整備と地域振興に大きな役割を果たしてきたものである。 

 特に北海道にあっては、伐採跡地の植林造成割合が13％と低く、これらについても国の責

任において予算と実施体制を確保するよう強く要請するものであります。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものであります。 

 平成19年９月10日、北海道十勝郡浦幌町議会。 

 提出先といたしまして、衆参両議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、

林野庁長官、地元選出各国会議員に提出するものであります。 

 議員各位のご協賛賜りますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより発議第10号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、発議第10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１４ 発議第１１号 

〇田村議長 日程第14、発議第11号 議員の派遣についてを議題といたします。 

 お諮りをいたします。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し
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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） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、提案のとおり議員を派遣することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１５ 発議第１２号 

〇田村議長 日程第15、発議第12号 所管事務調査についてを議題といたします。 

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

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

に付託して、議会閉会中にこれの調査をすることにいたしたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、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、議会閉会中の調査をすることに決定をいたしました。 

 

        ◎町長あいさつ 

〇田村議長 ここで町長より発言の申し出がありますので、これを許します。 

 町長。 

〇水澤町長 ９月３日に開会いたしました平成19年第３回定例会がきょうで最終日となり

ました。議案17件、同意案件１件、認定10件、ご審議をいただき、それぞれ可決、同意、認

定をいただきました。一般質問ですべての方が取り上げられましたまちづくり交付金事業に

つきましては、町民の皆さんの関心が非常に高い事業であります。議員の皆様にもそれぞれ

種々の意見をいただきました。真の町の活性化につながる事業に展開していきたいと考えて

いるところであります。また、決算認定もいただきました。町民の皆様にとりまして今後と

も公平な町政になるよう進めてまいりたいというふうに思っておりますので、議会の皆様に

もこれからもご意見を賜りますようよろしくお願いを申し上げまして、議会閉会に当たりま

してのごあいさつとさせていただきたいと思います。 

 本日はありがとうございました。 

 

        ◎閉会の議決 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 本定例会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。 

 したがって、会議規則第７条の規定により、本日で閉会いたしたいと思います。ご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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〇田村議長 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会は本日で閉会することに決定をいたしました。 

 

        ◎閉会の宣告 

〇田村議長 これをもって会議を閉じます。 

 平成19年第３回浦幌町議会定例会を閉会いたします。 

閉会 午後 １時２０分 

 


