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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。 

 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 議案第３０号 

〇田村議長 日程第１、議案第30号 平成20年度浦幌町一般会計予算を議題といたします。 

 昨日３月10日に引き続き審議を続けます。 

 これより歳入の審議を行います。 

 初めに、１款町税から12款使用料及び手数料までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 11ページをお開き願います。あわせて一般会計予算説明資料の２ページ

から３ページをご参照願います。１款町税、１項町民税、１目個人、本年度予算額１億

8,935万円、前年度当初予算比で1,690万円、8.2％減の内容です。平成19年分課税標準所得

額の見積もりにおいて農業所得は品目横断的経営安定対策により本来は平成19年分所得と

なるべきものが平成20年分所得になることを考慮して30％の減、給与所得、他の各所得に

おいても対前年度比５％から最大35％減の減収を見込んで積算しております。また、平成

20年度から平成19年分所得税において住宅取得借入金に係る税額控除を所得税から控除し

切れなかった場合に住民税から税額控除することになっておりますので、270万円の減額を

計上しております。この措置に該当すると思われる方につきましては、申告が必要である

旨の通知を既に差し上げているところでございます。 

 ２目法人、本年度予算額3,280万9,000円、この税目は法人数143法人に係るものでござい

ます。前年度当初予算比で200万4,000円、6.5％増の内容となっております。これは、均等

割において１号法人が２法人増、３号法人が１法人減、７号法人が１法人増、９号法人が

２法人減の内容で、差し引き259万2,000円増。税割においては、道内、町内の経済動向か

ら課税標準額で400万円の減、税額で58万8,000円の減を見込んで積算しております。 

 ２項１目固定資産税、本年度予算額２億6,766万1,000円、この税目の内訳は土地で

4,821万5,000円、家屋で１億1,772万円、償却資産で１億87万6,000円、滞納繰り越し分で

85万円の内容です。前年度当初予算比で757万1,000円、2.9％増の内容でございます。 

 ２目国有資産等所在市町村交付金、本年度予算額154万円、この目につきましては国等が

所有する固定資産を有償で貸し付けている場合、その固定資産税相当分が市町村に交付さ

れるものでございます。 

 ３項１目軽自動車税、本年度予算額1,085万7,000円、この税目につきましては原動機付

自転車を初めとする軽自動車11車種、2,995台の登録に係るものでございます。前年度当初
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予算比で11万7,000円、1.1％増の内容でございます。 

 ４項１目町たばこ税、本年度予算額4,217万6,000円、健康への関心の高まりや喫煙場所

の減少などにより禁煙する方がふえて、毎月の消費量の減少が下げどまらずに対前年度当

初比で229万5,000円、5.2％減の内容でございます。 

〇山田総務課長 ２款地方譲与税から10款交通安全対策特別交付金までについては、予算

説明資料２ページから３ページに記載してありますので、説明は省略させていただきます。 

 ２款１項１目自動車重量譲与税9,200万円。 

 ２項１目地方道路譲与税3,200万円。 

 ３款１項１目利子割交付金200万円。 

 ４款１項１目配当割交付金100万円。 

 ５款１項１目株式等譲渡所得割交付金50万円。 

 ６款１項１目地方消費税交付金6,300万円。 

 ７款１項１目自動車取得税交付金3,650万円。 

 ８款１項１目地方特例交付金240万円。 

 ２項１目特別交付金25万円。 

 ９款１項１目地方交付税31億3,600万円。 

 次のページをお開きください。10款１項１目交通安全対策特別交付金135万円。 

 11款分担金及び負担金、１項分担金、１目農林水産業費分担金1,825万6,000円、主な減

につきましては公社貸付牛償還分担金166万2,000円の減と、主な増は中浦幌、幾千世地区

畑総事業受益者分担金466万5,000円増の内容であります。 

 ２項負担金、１目民生費負担金１億1,490万5,000円、主な減は重度心身障害者医療費負

担金100万円の減、認可保育所保育料は第３子以降の無料化及び所得階層移動見込みにより

360万円の減の内容となっております。 

 ２目衛生費負担金10万円。 

 ３目農林水産業費負担金2,612万7,000円。 

 ４目教育費負担金2,381万2,000円、主な減は園児、児童生徒数の減少に伴う給食負担金

の減の内容であります。 

 12款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料33万8,000円。 

 ２目民生使用料3,468万1,000円、主な増は介護予防サービス計画件数の増及び特定施設

入所者、生活介護利用者の増に伴う349万5,000円の増の内容であります。 

 次に、16ページをお開きください。３目衛生使用料45万4,000円。 

 ４目農林水産業使用料31万。 

 ５目土木使用料9,672万9,000円、主な減は公営住宅、改良住宅使用料等の400万8,000円

の減の内容であります。 

 ６目教育使用料947万5,000円、主な減は幼稚園、保育園使用料第３子無料化に伴う減及

び総合スポーツセンター指定管理者移行に伴う使用料の減の内容であります。 
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 ２項手数料、１目総務手数料331万2,000円。 

 ２目衛生手数料866万2,000円、主な減はごみ処理手数料104万円の減の内容であります。 

 ３目農林水産業手数料５万1,000円。 

 ４目教育手数料1,000円。 

 以上です。 

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。 

 11番、岸田議員。 

〇岸田議員 町税の町民税、それから固定資産税、軽自動車税のそれぞれの滞納繰り越し

分が計上されておりますけれども、これ前年度においても同じような金額が滞納繰り越し

分として計上されておりますが、この辺のことについてちょっと詳しく説明願いたいと思

います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 滞納繰り越し分の予算計上額については、実際の調定額とは異なりまし

て、当初予算ではそれぞれ総額では見ておりますが、実際の徴収に当たって、その滞納繰

り越し分についてはそれぞれ予算額を変更しないで実際には調定し、そして収納するとい

うふうな形をとっております。滞納繰り越し分の金額的には、平成19年度でいいますと、

町民税の個人で言えば631万3,340円、法人で言えば25万5,900円、固定資産税で言えば899万

1,253円、軽自動車税は８万1,293円、それぞれあるわけですが、これらについてはまず４

月１日に滞納繰り越し分の調定を行います。これは、平成19年度分で未収であったものに

ついて調定を行います。そして、平成20年の６月１日に現年分、平成19年度で現年分で課

税して納まっていないものについては６月１日で調定を行うというふうな形で、そこで平

成20年度の滞納額の総額が決まるというふうになっておりまして、予算上ではあくまでも

総額しか見ないということで、実際にはこれだけしか集めないという意味ではなくて、最

低でもそれだけは集めるという、最低といいますか、この金額自体にその意味合いという

のは大きな意味合いは、これだけしか集めないというものではないということでございま

す。 

 以上です。 

〇田村議長 11番、岸田議員。 

〇岸田議員 今の説明についてわかるのですけれども、実は19年度の予算の中にも同じよ

うな金額が計上されてきているのです。そういうことで、一応滞納繰り越し分ということ

で計上されて、全くそれでは納められていないままに推移してきているのかなというふう

に感じてしまうのですけれども、その辺の19年度の予算の中にも同じ金額が計上されて、

また20年度の予算書の中にも同じ金額が町民税、それから固定資産税、それから軽自動車

税ということで計上されてきていると。ついては、全くそのものが滞納そのままでもって

推移してきているのかなと、そういうように感じざるを得ないのですけれども、そういう
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ことですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 これは、あくまでも予算上の話でございまして、先ほども申し上げたと

おり、実際には調定をし、そして徴収しということで、実際にはそれぞれ違った形で、違

ったといいますか、収納はされます。そういう中で、予算上の数字で19年度も20年度も同

じ数字が並んでいるということですが、これはそこに実態の数字を入れるというふうな形

にはできないものというふうに思っております。あくまでも動く数字ということで、これ

が実態の数字ということになりますと、大きな歳入欠陥を生むということになりますので、

そういうところでご理解をいただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私も関連をしましてお伺いをいたしますが、要するに町の姿勢として、こう

いういろんな部分の滞納があるのですが、ここら辺の回収をどうしていくのかということ

だと思うのです。こういう部分については、あとのいろんな部分で滞納というものが載っ

ていますけれども、これについては今までもいろいろと議論がされてきたのであるという

ことは認識をしております。しかし、なかなかその結果が伴っていないというのも現状な

のであろうというふうに思います。きっと今までも調定というような手を打ってきている

のでしょうが、今言う今までやってきた調定というだけの手ではなかなか前へ進んでいか

ないのだろうというふうに思います。しかし、やはり町民のそういう公平感からして、こ

の部分についてはしっかりとした、もっと厳しい姿勢をとってやっていくべきだというふ

うに思いますが、この点について今後の、やっぱりこのままではだめだと、同じことをや

っていたのではだめだというふうに思うのですが、この件についてご答弁をいただきたい

と思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 今中尾議員の質問の中で調定という言葉でちょっと誤解あるかもしれな

いので、訂正させていただきたいのですが、調定というのは収入調定ということで、会計

上収入を計上するといいますか、そういうふうな形のことをいう、会計処理上の話なので

す。 

 町の姿勢として今後どうしていくのかということでございますが、税について言えばや

はり十勝滞納整理機構の活用、高額な滞納額を持っていらっしゃる方、またなかなか接触

をとれないという方については、年間10件ちょっとぐらいですけれども、そういうふうな

形を進めて、また動産のインターネット公売というふうなことも活用しながら、実際に滞

納額の徴収についてはインターネット公売でやっても、それほどお宝がない限り高額な回

収にはならないわけですけれども、ただ町の姿勢として、やはり動産も差し押さえますよ

と、そういう姿勢はとらないといけないし、また先ほどの滞納整理機構の話でいいますと、
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今年の２月に引き継ぎ予告という形で滞納者の方に差し上げております。20件ほど差し上

げた中で６件ぐらいは、やはり十勝滞納整理機構に送られるのは嫌だ。何とか分割で払う

から送らないでくれという効果はようやく出てきました。そういう部分で、やはり町の姿

勢としても、あくまでも税の負担の公平、これは基本ですから、納税者の方に対して、あ

くまでもそこは追及していかなければならないというふうに考えております。そういうと

ころで、自分たちの中でもやはり臨戸徴収といいまして１軒１軒回って少しずつでも納め

てくださいという話もしますけれども、やはりその事情なり、その方の対応の仕方によっ

ては強い態度にも出なければならないというふうに考えております。 

 また、滞納プロジェクトチームというのがございまして、これは使用料、手数料関係含

めて、税も含めてやっておりますけれども、その中で平成19年度においてはご夫婦で面談

して特別に役場へ来てもらって、そういう中で少額でも納めていただくという約束を取り

つけております。そういうところも、今現在進行中が１件、そしてこれから話をするのが

１件というふうなことで、従来であればそれぞれの課で対応していたものを全部まとめて、

本部長である副町長とも会っていただきますし、そういう形の中できちっとした対応をと

っていくということを考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 こういう浦幌のような町ですから、この中で職員の方々が出向いてお話をし

てといっても、なかなか厳しいところもあるというのも、それは私理解できるのです。で

すから、そういうことを考えると、そういう整理機構なりなんなりという部分で、私きの

うも説明いただきましたけれども、どちらかというと逆ざやになってしまって、本当にそ

れがいいのかというようなところもあると思うのですが、やはり税金というのですか、こ

ういったものについて正直者がばかを見ると、これだけは避けなければならないというふ

うに思うのです。ですから、その辺については、そういう逆ざやになっても、やっぱりし

っかりとした姿勢を示すということが必要だろうと思います。ただ、なかなかそうはいっ

ても、努力をされていることも理解をいたします。しかし、私この数字見たときに、いま

一歩また踏み込んだ、しっかりとした対応が必要だろうと。職員の方だけでその一歩を踏

み出すといっても、なかなか今以上にというのは難しいと思うのです。そう考えたときに、

やはり何かしら機構ではない、例えば民間の力だとか、何かそういう活用できるものがな

いのか。そういったものもいろんな手を打ってでも、やはりしっかりとしたそういう姿勢

というものを私はもうちょっと、もっとしっかりとした姿勢を町民に示すべきだというふ

うに思うのですが、民間だとかそういったような力ですね、もう一歩そういう力がないの

かどうなのか、その点も伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 今まだ何年度からという具体的な話にはなっておりませんが、若い方が
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コンビニをよく利用されます。そういう部分でいいますと、税について、そしてまた使用

料等についても何とかコンビニでの収納、現年分が主になりますけれども、現年分を、夜

遅い時間でもあいていますので、役場だと５時半までというふうに制限されてしまいます

ので、働いている方も納めやすいような時間帯でもあいているコンビニ、これをコンビニ

収納について今研究をしている段階です。これも何年かのうちには、そんなに遠くない段

階で導入していくというふうに考えております。ただ、徴収の関係については、私人に委

託することもできるのですが、ただここまで徴収専門員を雇うとか、そういうところまで

は現時点では考えておりません。あと、できれば滞納繰り越し分というのについてはやは

り接触を図りながら、同じ町の中に暮らしているので、そういう中でもお話はしなければ

ならないときはお話ししながら、理解いただきながら納めていただく方向で考えておりま

す。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 この滞納の部分につきましては、当然町民の公平感を出ないということが大

変大事なことだろうというふうに思っていますし、滞納分を現年度も含めて一掃するとい

うことは本当に理想だろうというふうに思っています。そういう意味では、滞納整理機構

を活用しながらということのお話を申し上げていますけれども、また執行方針の中でも申

し上げました。本当にこの不公平感をなくするためには、法的な手段も辞さない覚悟でや

るということを申し上げているところであります。町の徴収員も、今全国的な研修を個人

的にも励みながら徴収事務の合理化を進めながらやっているというところであります。本

当に民間活用というお話ありましたけれども、確かにやっているところもあります。しか

し、今中尾議員みずから言われましたように、この小さな町で民間の方にお願いをして、

顔見知りの人が本当に徴収の効率が上がるのかといったら、これまた疑問があるだろうと

いうふうに思っているところであります。徴収を一番効率的に行うには何をどういうふう

にしたらいいのかということが一番求められるわけでありますけれども、やはり町民の皆

さんが納税をしなくてもいいというような風評にならないようにということが大事だろう

というふうに思っているところであります。そういう意味では、大変厳しい手段になるか

もしれませんけれども、効率的な手段を講じながら、皆さんにぜひ納税の意識を高めてい

ただきたいということを訴えているところであります。なるべくこの滞納、現年度も含め

て納税意識を高めるように今後も進めていきたいというふうに思っていますし、町として

も町民の皆さんに理解をいただくように今後とも宣伝活動を進めてい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います。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 負担金の項目の中に稲穂地区国営農地開発事業受益者負担、これはもう大分

経過しておりますけれども、現在滞納している件数。これは、いつまでこれが続く。もう

そろそろ終盤に入っているのではないかなと思いますけれども、中身について件数、それ

と金額。これ町が立てかえている金ですから、今言いましたようにもう終盤にかかってい
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ると思うのです。これをちょっとお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 15ページの稲穂地区の国営農地開発事業の受益者負担金を言われている

のだと思うのです。滞納のほうではなくて、負担金ということですから、町も含めて負担

をしているという部分のお話だと思いますが、説明資料の中にも書いてありますが、現在

22名の方々がいらっしゃいます。 

（「違うよ」の声あり） 

〇中川産業課長 滞納の話でしょうか。わかりました。滞納の641万5,000円についてのお

尋ねということで、昨年までは６名の方がいらっしゃいまして、19年度で１名の方が払っ

ていただきまして、現在は６名から５人の方が滞納繰り越しをされているということで、

農家をやめた方もいらっしゃいますので、一銭も毎年払っていないという方はいらっしゃ

いませんけれども、ただ大きい100万単位の滞納に対しまして、月１万円だとか２万円とい

うことで、離農した方ですので、生活が非常に苦しい中でその分を負担していただいてい

るという状況でございます。私どものほうでも、しつこく何とかお願いをするということ

で足を運んでいるわけですが、税金の滞納もございまして、国営の分になかなか回ってこ

ないというのが実態でございます。そういう中でも１名の方は完全に払っていただきまし

たので、１名減ったという状況にあります。それで、今返納を続けておりますけれども、

状況的に平成26年度までの返還ということに状況的にはなっております。それで、うちの

ほうも努力しまして、６名から５人に減ったと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 ６番、差間議員。 

〇差間議員 確かに当時は、畑を広げるということで国営で、そして浦幌町が立てかえて

いましたよね。それで、確かに厳しい地区だとも、そういうふうに聞いておりますし、受

益者負担という、既に終わる人は終わっているようです。ですから、今現在５人残ってい

るようですけれども、ある程度、やはりその地区、その地区のいろんな事情があると思い

ますけれども、延ばせという意味ではないですけれども、これは今言いましたように町が

一括して払ってしまっている残債ですから、その点やはり地域のそういう方々と滞納機構

を対応しないで何とか頑張って残務整理をしていただきたい。 

 それから、平成26年に最後だと今言っておりますけれども、それを含めた金額、この５

人の方が残り幾らあるか、それだけもう一点お聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 ５名の方につきまして、事業費が少しずつ膨らんでまいりますので、昨

年が591万5,000円だったのですが、平成20年は641万5,000円という形で、最終的にはずっ

と払って、今できるだけ繰り上げ、繰り上げで、一年でも早く納めてくれということで努
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力をしていただいておりますので��済みません、ちょっと数字確認させていただきたい

ので、ちょっと時間をいただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁調整のため暫時休憩をいたします。 

 

午前１０時２９分  休憩 

午前１０時３３分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 答弁願います。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 大変時間いただきまして、ありがとうございます。 

 国営の農地開発事業の滞納分については、本年度この５人の方の641万5,000円の将来的

な内訳ということで、実は予算書の附表のほうの４ページに、真ん中辺、Ｍ―１、国営農

地開発事業負担金というのがございまして、その中で財源の右から２列目の１億1,539万

9,000円、これが22名の現在の残金ということになります。それで、そのうち1,556万8,000円

が今年度の負担分ですよということで、この５人の分が22名の中に含まれておりますので、

その５人の内訳がどういうふうになっているのかというのが非常に出しづらいというか、

難しい面がありまして、この中に含まれていると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、徴収については滞納機構は使わないということでご理解をい

ただきたい。よろしいでしょうか。使えないということでご理解をいただきたい。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 ページ数を今ようやく見まして、残りが1,400万という判断でよろしいです

か。そういう説明ですか。これ最終が平成26年ですか、それを確認しておきたいと思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 平成26年ということでございます。 

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 次に、20款町債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 18ページをお開きください。13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民

生費国庫負担金6,868万2,000円、主な増額は児童手当の増と障害介護費239万9,000円の増

額の内容であります。 

 ２目衛生費国庫負担金33万1,000円、99万5,000円の減額につきましては特定健診事業が

国保への移行に伴うものであります。 
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 ２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金439万2,000円。 

 ２目土木費国庫補助金１億3,240万円、主な増につきましては相川北２号線凍雪害防止事

業及びまちづくり交付事業等6,820万円の増であります。 

 ３目教育費国庫補助金12万2,000円。 

 ３項委託金、１目総務費委託金６万円。 

 ２目民生費委託金182万1,000円。 

 ３目農林水産業費委託金400万円、主な増につきましては豊北排水機場管理委託料の増の

内容であります。 

 ４目土木費委託金545万円、この増につきましては救急排水施設管理委託料の増に伴うも

のであります。 

 14款道支出金、１項道負担金、１目総務費道負担金1,849万9,000円、主な増につきまし

ては地籍調査事業の事業面積の増加に伴う増の内容であります。 

 次に、20ページをお開きください。２目民生費道負担金7,597万8,000円、主な増は後期

高齢者拠出金1,532万3,000円の増及び障害介護給付費119万9,000円は給付費の増に伴うも

のであります。また、主な減につきましては、国保道負担金907万円の減の内容であります。 

 ３目衛生費道負担金33万1,000円、99万5,000円の減額につきましては、特定健診事業が

国保へ移行に伴う減であります。 

 ２項道補助金、１目総務費補助金７万4,000円。 

 ２目民生費補助金2,000万8,000円、主な減は障害者自立支援事業249万1,000円の減、老

人医療給付事業155万円の減が主な内容であります。 

 次に、３目衛生費補助金319万2,000円。 

 ４目農林水産業費補助金5,982万5,000円、主な増額は十勝太水利施設管理事業186万円、

それから本年度で事業を終了します駅停沢線林道開設事業1,688万円の増の内容でありま

す。 

 次に、22ページをお開きください。３項委託金、１目総務費委託金1,248万3,000円、主

な減額につきましては参議院議員選挙、知事、道議選挙の減額分1,418万円の内容でありま

す。 

 ２目衛生費委託金１万5,000円。 

 ３目農林水産業費委託金1,349万8,000円。 

 ４目商工費委託金136万6,000円。 

 ５目土木費委託金362万2,000円。 

 15款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入2,264万3,000円。 

 ２目利子及び配当金263万7,000円。 

 24ページをお開きください。２項財産売払収入、１目不動産売払収入50万円。 

 ２目物品売払収入109万1,000円。 

 16款１項寄附金、１目一般寄附金1,000円。 
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 指定寄附金1,000円。 

 17款繰入金、１項１目基金繰入金180万円。 

 ２項他会計繰入金、１目介護保険特別会計繰入金1,000円。 

 ２目老人保健特別会計繰入金1,000円。 

 18款１項１目繰越金500万円。 

 19款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金20万円。 

 ２目加算金1,000円。 

 ３目過料1,000円。 

 ２項１目町預金利子10万円。 

 ３項貸付金元利収入、１目中小企業融資貸付金元金収入4,000万円。 

 ２目ウタリ住宅改良資金貸付金元利収入111万4,000円。 

 ３目介護経営貸付金元金収入200万円、これにつきましては介護貸付金については今まで

単年度の貸し付けを11年から25年の長期の貸し付けに変更するものであります。今回計上

しているものは、20年度に返還される金額であります。 

 次に、26ページ、４目株式会社ユーエム貸付金元金収入65万円、これにつきましても長

期に貸し付けるため20年度に入ってくる金額を計上しております。 

 ５目医療技術者等養成修学資金貸付金元金収入84万円。 

 ６目浦幌町高齢者生産活動センター委託業務貸付金元金収入1,000円。 

 地域総合整備財団貸付金元利収入は、19年度で償還を終了しておりますので、廃目整理

であります。 

 ４項受託事業収入、１目総務費受託事業収入260万6,000円。 

 ２目民生費受託事業収入10万円。 

 農業費受託事業収入、これにつきましても廃目整理であります。 

 ５項１目雑入6,114万7,000円、主な増額につきましては釧路産炭地域基盤整備事業補助

金4,680万円の増、農業農村整備事業に伴うパワーアップ分888万円の増額の内容でありま

す。 

 ２目過年度収入１万円。 

 20款１項町債、１目総務債１億7,500万円。 

 ２目農林水産業債8,020万円。 

 次に、28ページをお開きください。３目土木債5,560万円。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 貸付金のことについて少々伺います。 

 まず、貸付金、今年度から前年度まで介護並びにユーエムさんに貸し付けしていた金額

については割賦にて支払いをいただいたことで、今年度は一括に３月31日に全額を一応は、
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今まで貸したものはお返しを願うと。帳簿上ではなくて、きちっとお返しを願うというこ

とが前提だと思うのですが、いかがですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 そのとおりです。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 それでしたらよろしいのですけれども、以前のように、今年からは状態が変

わるものですから、私も安心はしているのですけれども、先日臨時議会でも問題になった

ようなことが今後起きないとも、私としては危惧するところなのであります。その中で、

今年度からはっきりとそういうことを契約書、相手方と町との契約書のきちっとしたこと

を整備していただきまして、決して最後に相手方が悪者にならないような状況の中の契約

をしていただきたいと私は思うのでありますが、その点についての確認といいますか、商

法的なものについてのことはどのような形で今後行われるのかお聞きしたいのです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 先ほど申し上げましたけれども、３月31日に一回返していただいて、４月

１日で新たに長期の貸付契約を結ぶということで、その契約書につきましては弁護士とも

相談しまして、間違いのないような契約書で相手と結んでいくということで考えておりま

す。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私も関連しまして、貸付金についてお聞きをいたします。 

 ただいまその書類的な部分についても弁護士を入れてしっかりとした、要するに前回の

事業協同組合のようなことのないようにしっかりとした文書を、契約書をつくるというこ

とですが、ということは今現在はその契約書が作成をされていない。作成をされていない

状態の中でこの予算が上がってきていると、こういうことでよろしいのでしょうか。その

辺ちょっと確認させてください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 契約書の案については既にでき上がっておりまして、細部にわたる部分に

ついて再度確認するという意味での、弁護士と再度確認するという意味でお答えさせてい

ただきました。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 要するに案はできているけれども、まだしっかりとしたものができないで、

当然相手方にも出していないで、相手方の印鑑もまだいただいていない状況ということだ

と思うのですが、ここが大事なところですので、ちょっと確認させてください。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 副町長。 

〇門馬副町長 契約につきましては、あくまでも４月１日からの契約になりますので、ま

だ契約については行っておりません。ただ、内容については相手方と協議をさせていただ

いて一つの案をつくったということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。書類については、新年度４月１日貸し付けということですか

ら、正式な書類については新年度４月１日に契約を結ぶと、こういうことだと思います。 

 それであるならば、肝心なことは、商工事業協同組合のときもそうでしたが、私一般質

問でもさせていただきましたけれども、やはり今回の事業組合の問題についても、相手方

と町との認識の違いというものが大きな問題の一つだったというふうに思います。町長の

答弁にもそういうように私は答弁いただきました。であるならば、やはり今回事業組合の

こういう問題が起きたということを踏まえたならば、今回の返済を踏まえて、当然しっか

りとした協議があったものと思います。しかし、私が伺ったところによりますと、そのし

っかりとした協議がなされていないというふうに私は伺いました。来年度からこういう形

で頼みたいのだと、お願いしますよということであっただけで、それに対してどうなのか

こうなのか。実際本当に返済ができるのかどうなのかというような細部の詰めがされてい

ないというように私は伺っております。これでは、また事業組合の二の舞になってしまう

のでないのかなというふうに思います。この状態で町がしっかりとした協議をしたという

ような認識になっているのかどうなのか、この辺の協議の内容についての経緯だとか、こ

の辺についてもしっかりとご答弁いただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 協議はされておりますので、ちょっと言っている意味がよくわからないの

ですが、特に償還の金額等について、基本的には短期間で早く返していただきたいという

のが私どもの考えでありますけれども、相手方がやはりそれについては非常に今の状況の

中では厳しいということを含めまして、であるならば幾らぐらいの金額あるいは年数をど

のぐらいにするかということも含めていろいろと相手方と協議をさせていただいて、結果

としてこういうような形になってきておりますので、それについては相手方と話は十分し

てきているという認識でおります。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。町としては、当然相手方ときちっと話した上で来年度から長

期になる部分についても、例えばユーエムさんにしては長期の中で年間65万円、これが限

度だろうと、こういったことできちっと協議がされた上でこの65万円の金額の提示があっ

て、収入の予算を立てていらっしゃるということだと思うのです。 

 ただ、私が確認をしたところによりますと、例えばユーエムさんの社長さん、町と協議

していないよと、私はそういうふうに伺っています。町がしたということであるならば、
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向こうがうそを言っていると、こういうことになってしまうのかなと思います。今副町長

の答弁でありますから、協議しているので、私の言っていることはちょっと意味わからな

いなと、こういうことですから、当然そこでしっかりとされていると思うのです。そこに

ついて、私向こうの代表ともちょっとお話ししたらそこら辺まで、こういうふうでという

案はあったけれども、その細部についての道はないよと。実際に今委託料、いろんな部分

で削減されている中で本当に払っていけるのか、この部分についてやっぱり心配もしてい

るのだと、こんなような話もされました。その協議しっかりしたということは、当然そこ

の代表とされていると思うのです。ということは、私違うことを言われているのかなとい

うふうに思うのですが、そこら辺の内容、もう一回教えていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 私どもは、直接社長とはお話しさせていただいていませんけれども、会社

のほうの専務さんとお話しさせていただいて、その中で確認をした上で今回予算を計上し

ているということでございますので、その辺については確認をしたというふうに私ども、

確認した中でこういう予算計上しているということでございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 そうしますと、今の答弁ですと、副町長ではなくて、担当者が向こうの専務

さんとの間の中の話し合い、ここで同意をしたという、これだけですね。私、今回商工事

業組合、やはりこれだけの金額、これだけの大きな問題なのですから、ましてやユーエム

さんについては貸付金のほかにも出資金としても多額のお金出ています。やはりユーエム

さんにもし何かあったときには、浦幌にとってまた4,000万以上の大きな損害になるわけで

すから、ここはやはりしっかりと、ここに議論がなければ、また私二の舞になるというよ

うな心配をするのであります。私、そんなことも踏まえながら一般質問させていただいた

のですが、今そのレベルで実際に相手方の社長さんとも会っていないような状態の中で、

これが本当にしっかりとした協議がされたと言えるのでしょうか。私、その認識は甘いと

思います。そこでせえのと言って話ししたからいいのだと。やはり会社は代表ではないで

すか。代表としっかりとした計画のもとに、しっかりとした話し合いのもとにならないと、

この事業協同組合の、今回のこの残念な結果だって、組合のこれは生かされていないと、

私たちはそう思います。そう思いませんか、副町長、どうでしょう。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 私どもとしては、直接社長とお話ししていませんけれども、その中で確認

をしながらやってきたというふうに思っていますので、そういう中で予算を計上したとい

うことですから、そういう意味では今お話しされている内容について、専務さんと話をし

て、専務さんが社長とお話をして、その中で確認をしてきたということですので、今そう

いうお話をされると、どこでどういうふうに違ってきたのか、ちょっと私もわからないの
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ですが、一応経過としては私どもはあくまでも専務さんにお話しして、社長に確認して、

その中でこういうふうにしたということでありまして、その後の関係についてはちょっと

私もまだそこまではわかりません。経過としては、そういうことです。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 ですから、今回事業協同組合でこんな大きな問題があったわけです。四千何

百万といって、町民に負担をかけたわけです。こういう苦渋の決断をしたわけです。その

決断したの先月です。先月の臨時議会です。まだ１カ月たっていないのです。やはりそう

いう反省を踏まえて、そういう行き違いのないようにしっかりと協議をするということが

大事なのではないでしょうか。実際にもうこの時点で行き違い出ていってしまっているの

でないでしょうか。だから、こういうことにならないように、しっかりとした話し合い、

協議があって、しっかりとした契約書をつくらなければ、また同じことの繰り返しになっ

てしまうと思います。私は、こっちは専務と話しして、もう了解とっているので、あと社

長とどうしたか、それはおれの知ったことではないよと。これでは、この予算、本当にこ

れが返ってくるのかどうなのかわからないではないですか、こんなことでは。こういうこ

とにならないような体制づくり。やはり今回のこういうことを踏まえて、町長のこういう

ことは二度と絶対起こさないのだと、こういう意識、認識が私は甘いのだと思うのです。

まだまだしっかりとした、その辺の詰めをしっかりとした上で私は予算計上するべきだと

いうふうに思います。町長の認識はどうなのでしょうか、伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 商工事業協同組合の例を持ち出すまでもなく、この契約書については４月１

日で契約を結ぶわけですけれども、従来であれば1,500万を貸して1,500万返してもらうと

いうことの繰り返しをしてきたわけであります。しかし、このたびはそういうことはない。

要するにペーパーだけで動かすということをしないで、現実的に償還20年で返してもらう

という契約をどのような金額で返してもらうかということを詳細に金額を詰めながら契約

を結ぼうということであります。そういう意味で、今65万の契約をユーエムさんとお話を

させていただいて、４月１日に契約を結ぶという段階まで来ました。私は、専務さんです

から、相手は。相手とそういう基本的な65万という金額まで話がついたということですか

ら、当然社長と直接話をしなくても、ユーエムの中身のきちんと話をされているのだとい

うふうに思っています。そういう意味で、４月１日からきちんと、商工事業協同組合のよ

うなものではなく、きちんとしたものを弁護士を通じて契約書を交わしていくということ

でありますから、ユーエムさんが、それではできませんよということになれば、その契約

書は交わせないということになります。しかしながら、私どもはそういう打ち合わせの中

で65万という金額を向こうから提示されて契約を結ぶわけでありますから、商工事業協同

組合のようなことはないというふうに考えています。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 
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〇中尾議員 結局同じことの繰り返しになってしまいますのであれですけれども、私が言

いたいのは、今事業協同組合のことがあった。今ですから、やはり私は今後のことも踏ま

えて、しっかりトップ同士が話し合いをするということが大事だろうというふうに思いま

す。結局同じことの繰り返しが起きるのではないのかなということ。やはり町民に対して

の責任という部分について、その姿勢ですよね。もう今後絶対こういうことは起こさない

のだと、そういう姿勢が私は欠けていると言わざるを得ないというふうに思います。町長

はそう思わないのかもしれませんけれども、民間でいったらそういうことになります。先

月あれだけの金額の損失を出しておきながら、またこの次するときに、トップとの話し合

いがなされない中でそういう話が進んでいるということについて、私はどうしても納得す

るわけにはいかないのであります。実際に契約も、新年度予算ですから、説明ありました

けれども、４月からしか結ばれない。認識が違うということであれば、それが結ばれない

のだろうなと。これでは、この予算どういうことになるのでしょうか。町長の今回の反省

を踏まえて、もう二度とこういうことは起こさないのだと、私その姿勢を聞きたいと思っ

ているのです。私、その姿勢が足りないと。厳しいようですけれども、私はその部分につ

いて町長の姿勢が足りないということを申し上げたいと思います。きっと答弁いただいて

も、これは同じ答弁になってしまうのでしょうけれども、事業協同組合の四千何百万とい

うあの金額の重みというものが私は認識されていないのではないのかなというふうに思わ

ざるを得ないわけであります。答弁いただいても同じことなのでしょうけれども、もう一

回だけいただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 ユーエムさんが認識の違いがあるということは、私どもはちょっと理解でき

ないのですけれども、どのように認識の違いあるかということは、ちょっと私には今のと

ころはわかりません。ただ、きちんと金額も含めて相手と話をして、なおかつ65万という

金額が出てきたわけですから、これがユーエムさんの中身で話が通じていないというお話

をされているのかどうかわかりませんけれども、これはきちんと話が通じているというふ

うに思っています。あくまでも相手の専務さんと話をしているわけですから、そしてなお

かつ金額がユーエムさんのほうから出てきたわけです。そして、それでなおかつ４月１日

にはきちんとした契約書を交わそうということでありますから、商工事業協同組合とは違

うというふうに思っています。商工事業協同組合は4,400万の貸付金を今までペーパーで回

してきたということの反省を踏まえて、きちんとした償還計画の中で、一括返済ではなく、

65万の返済を求めてきたわけであります。その65万をきちっとユーエムさんの中で話をさ

れているというふうに私どもは理解していますし、そのような契約書をきちんと結ぶと、

締結はできるものだというふうに思っています。 

〇田村議長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇田村議長 以上で歳入の審議を終了いたします。 

 ここで議案第30号 平成20年度浦幌町一般会計予算全体を通じての質疑を受けたいと思

います。質疑はありませんか。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 今の状況とは少し違います。指定管理者ということについて伺ってよろしい

でしょうか。 

〇田村議長 よろしいです。 

〇阿部議員 一般会計の中の総体についてでいいのですね。 

〇田村議長 一般会計の分の全体です。 

〇阿部議員 それでは、ちょっと伺います。確認もあります。 

 今回指定管理されている、固有名詞を出していいのかどうかわかりませんけれども、代

表の方がお亡くなりになったということは皆さんご存じだと思うのです。それで、今まで

のことはもう流れとしてそれなりの締結されているのかなと思いますけれども、今後この

ことによって代表者がかわるということが僕はあると思うのです。その辺のことの提示が

あったり、お互いの協議がなされたり、それからこれからどのような形でいくのかと。あ

くまで会社なのか、代表者もきちっとした形の中でいくのかということを伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 阿部議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 指定管理者という形の中で、今回代表者がかわりますけれども、あくまでも会社との協

定でございます。代表者がかわる契約につきましては４月１日付で協定を結ばさせていた

だきたいと思いますので、ご理解していただきたいと思います。あくまでも会社との協定

でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 補足させていただきますけれども、代表者がかわりましても、会社との協定でございま

すので、内容等につきましては変更はございません。 

 以上でございます。 

〇田村議長 12番、岡田議員。 

〇岡田議員 １点だけちょっとお伺いをしたいなと思うのですが、第三セクターの浦幌乳

業の関係なのですけれども、12月の定例会で野村議員のほうから詳しい内容、質問の内容

は避けたいと思いますが、そこで今現状では７万2,000トンの処理をしながら60億という売

り上げをしているわけですけれども、その中で工場のほうが非常に老朽化をしているのと、

平成15年のときの地震では相当な被害も出たということを含めまして、いずれは何年か後

には新しい工場建設ということも視野に入れながら考えていかなければならないのかなと

いうものも含めてご質問するわけですけれども、その出資割合、資金の運営上2,000万とい

う、農協さんと浦幌町で３分の２と３分の１ですか、出資割合をしているわけですけれど

も、その部分。60億という売り上げの中で、本当に2,000万が妥当なのかどうなのか。比率
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からいけば、恐らく１億ぐらいの積立金がなければ、会社運営としてはなかなか厳しいの

かなという部分も含めてご答弁いただきたいのですけれども、今後の方針としてどのよう

に考えているのかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 浦幌乳業さんの問題でありますけれども、今資本金2,045万円で経営をされて

いるという内容であります。今年の取扱高、大体７万6,000トンをカバーできるのではない

かというふうに今の状況になっています。そういう中で、金額的には60億を超える金額に

なるのかなというふうに思います。大変大きな金額を経営されていると。設立当時からす

れば、物すごく大きな金額になってきているという中であります。その経営の中で資本金、

確かに60億から見れば小さな資本だなというふうに思っていますけれども、この資本金を

どうするかということは、今私の立場で言うということはできませんけれども、今後経営

陣の中からどうするのかという方針が出てくるのかなというふうに思います。ただ、今そ

ういう話は聞いておりません。今後どうするかということについて、私の口から今現在答

弁できる体制にはないということでご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 12番、岡田議員。 

〇岡田議員 その分十分協議して、今初めての関係で乳代に対しての補償が、今社長が個

人的に補償しているという中身もあります。ということは、やはりこの2,000万ではそうい

う部分での資金手当てができない。会社としての部分でできないのかなというのもありま

すので、その辺も含めて今後十分協議して、それと将来的にも三セクで、定例会ではそう

いう答弁いただいていたわけですけれども、やはりその辺を含めて、将来的に長い目で見

たときにどういうふうになる。将来的には、会社のほうのお話では10万トン規模の処理能

力にしたいという部分があるみたいですので、それを含めて十分協議をしていただいて、

社長一人に負担かかるということではなく、会社全体で経営ができるような形の方向性を

出していただきたいなと思いますので、その辺も含めて答弁願いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 乳代の補償につきましては、ホクレンさんに対する補償というふうに聞いて

います。約１カ月半、45日分の乳代を補償しているということで、これは会社もそうなの

ですけれども、社長代表者としての個人補償もしているということを聞いています。これ

は、あくまでも今までは森永乳業さんで補償していた分でありますけれども、森永乳業さ

んとしては資本も何も入っていない中で、その補償することはできないということから、

単独で補償ということになった経緯があります。このものについて、今後どうするのかと

いうことは補償している銀行さんの問題もありますし、今後どのようにやっていくのか、

ホクレンさんとの取引の問題もあるというふうに思っています。そういう意味では、この

金額がどう今移っていくのか、これは今後の推移を見なければわかりませんけれども、こ
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れは代表者としての判ということでありますから、銀行としては代表者の判を経営責任を

含めて求めているということのように聞いております。そういう意味では、代表者の判は

やっぱり銀行としては必要なのだろうなというふうに思っています。これは、会社として

も判を押していますけれども、代表者として個人の判をいただくというふうに聞いており

ます。そういうことで、今後銀行がどういうふうに対応するのかということも含めて注意

深く見守っていきたいな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 12番、岡田議員。 

〇岡田議員 今のご答弁からいくと、相当不安定要素があるのかなという部分を含めて、

今後十分協議をしていただきたいなと思いますので、その辺も含めて、もう一度答弁願い

たいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 補償の部分につきましては、前に野村議員にも一般質問でもお話をしたとこ

ろでありますけれども、第三セクターに対して町のいろんな資金の貸し出しについては、

国からの第三セクターに対する指針というものがありまして、大変厳しく制限されている

ということになっております。今岡田議員の質問については、町の責任をどうするかとい

うことだろうというふうに思いますけれども、この指針の中では町から直接費用を出すと

いうことについては厳しく制限されているということもあるものですから、町としてどの

ように浦幌乳業に対して支援をしていくのかということは大変苦慮しているところであり

ます。ただ、今工場を今後どうしても改築をしないとならないということは、当然今近い

将来考えられるわけでありますけれども、それについては何とか資金等の活用を含めなが

ら検討していきたいというふうに思っています。ただ、今後何年、来年になるのか、もし

かしたら今年になるのかわかりませんけれども、そういう計画が出てきたときには、いろ

んな資金を運用しながら対応できればいいというふうに考えているところであります。 

〇田村議長 12番、岡田議員。 

〇岡田議員 もう一点なのですけれども、工場の関係で衛生面のことを含めて、今の現状

がぎりぎりという話を聞いています。恐らく近い将来建てかえということに踏み切らなけ

ればならないのかなと思いますので、その辺やはり衛生面のことを含めると、本当に工場

は厳しい、老朽化ですとかいろいろな関係で厳しいということを聞いていますので、その

辺を含めてやはり早急な対応が必要かなと思いますが、その辺ちょっと答弁願いたいと思

います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 工場の改築については、ただいま申し上げたとおりであります。今度の工場

の改築計画が経営陣の中から出てくるだろうというふうに思います。ただ、その中で今ど

のように町が対応していくのかということは、今後いろんな制度の活用を見ながら対応し
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ていきたいなというふうに思っています。何とかその制度があるのかどうか、今非常に苦

慮しながら探しているといいますか、模索をしている段階であります。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 私、歳入のことで１点だけ確認と進捗状況、また考え方をお伺いしたいので

す。というのは、先ほど町税、滞納だとかいろいろできておりますけれども、厳しく取り

立てるのも当然必要だと思うのですけれども、また町民、またいろんな企業も含めて払い

やすい方法も必要かと思っております。いろいろ他の町も聞きますと、いろんな形で公共

料金についてはカードというのですか、その地域、その地域で発行されているポイント制

度の、これを現金化して、それを町税、公共料金の支払いにも充てられるというような形

で進んでおりますけれども、我が町でも地元の商店街が、ハマナス商店会という形で、こ

れは全町的にも広がっておりますけれども、お聞きするとそれが町税というのですか、公

共料金の支払いにも充当できるというか、そんな形で進んでいるとお伺いしているのです

けれども、それについて詳しくお伺いしたいと思うのです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 ハマナスカードにつきましては、今年に入りましてハマナス商店会の代

表の方、それからうちのほうの担当含めまして協議をしてまいりました。上士幌町で実施

をされているということで、うちのほうでも上士幌町にいろんな話を聞かせていただいた

上で、うちでできるものであれば、税金なり町の収入になる分について、そのハマナスカ

ードが金券という形で何とか使えないかということで協議をしてまいりました。その結果、

一定程度商工会、それからハマナス商店会、町と含めまして協議をした結果、何とか新年

度から使えるようにしようということで話がまとまっております。そういう中で、金券と、

それから商品券500円なのですが、それについてだけを取り扱うということで、税金含めて

出納の窓口でだけ取り扱うということにいたしました。それと、500円の価値ですので、お

つりが出ないようにきちっとその辺は周知徹底をしようと。例えば450円だったら現金でい

ただく、550円であればハマナスカードと50円は現金でいただくというようなことで一応取

り決めをしていきたいと。それから、あくまでも金券扱いという形をとりたいものですか

ら、ハマナス商店会のほうから小切手という形でうちのほうはいただくということで、そ

の日のうちにできるだけ処理をしていただくと。幸い信金のほうから指定管理で来ており

ますので、その方を通じて小切手のやりとりをするという形で進めたいというふうに思っ

ております。 

 あと、どれぐらいの量があるのかということについてはやってみなければわからないの

ですが、多くあれば大変税金だとかそういう収入面ではプラスになるのかなというふうに

は思っておりますが、やってみて、それによってはまた改良点だとかいろんな面でお互い

協議をする部分が出てくるのではないかなというふうに思っています。とりあえずは、そ

の内容等について今月の広報に載るということで進めておりますので、よろしくお願いし
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たいと思います。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 今言ったことが、先ほど言ったように広報に載ると言ったけれども、新年度

から進めたいという話を今月の広報といったら、１週間か３日か４日前に周知ということ

で、せっかく町民が支払い可能ないろんな手段ができるのに、ちょっと遅過ぎるのではな

いかと。その周知、今ちょっと聞いた中でも果たして、金券ですから物納にはならないだ

ろうけれども、その辺のことは制度的には必要ないのかなと。ただ、先ほど説明の中では、

私はよく理解できないのですけれども、信金を通じて、そしてカードと500円券だかという

ことで、その辺は行政に実際に入るのは信金を通じて現金化されて行政に金が入るのか、

そのままカード持ってきて、それを現金とみなして収納するのか、それの説明がいまいち

ちょっと理解できないのですけれども、それとあわせて周知がちょっと遅過ぎるので、今

後やはりもっと徹底的な周知が必要でないかと思うのですけれども、再度もう一度確認し

たいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 会計管理者。 

〇経堂会計管理者 ただいま産業課長からご説明いたしました役場出納室窓口ということ

でございますが、帯広信金浦幌支店でもそこでハマナスカード、また商品券を使えると。

及び役場窓口ということでございます。 

 ご質問の関係でございますが、町の収入の納付につきましては、現金または、これは法

または法施行令で定めてあるわけですが、証券で納付することができるということがござ

います。その証券の限定がございまして、持参人払いの小切手、郵便小為替も含みますが、

小切手で収納することができるということでございます。 

 それと、ハマナスカードの利用につきましては、現金化して従来どおり信金とハマナス

商店会の契約に基づいて預金をすることができると。預金することによって、カードの利

用拡大を図ってきておりますが、さらにその枠を広げまして、信金で納入されたカードに

つきましては、即信金の権限をもちまして現金化して会計管理者の通帳に納付するという

ことができます。また、役場の出納室におきましては、このことにまたあわせまして、先

ほど課長から説明ありました収納できる小切手にかえて収納していただくと。そして、翌

日営業日にその小切手を持参して会計管理者の通帳に納入されるという仕組みになります

ので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 わかりました。今後ともひとつ拡大を図って、現金徴収をしっかりとやって

もらいたいと思います。 

 次、支出のほうでまちづくり交付金事業について再度確認を含めまして、87ページです

か、調査設計委託料ということで、今年は450万の委託料が計上されて、説明もあったわけ

でございますけれども、当初の予定でいくと、今までの町民説明会、また我々に対しても、
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この施設については300万円の予算計上、1.5倍、450万までふえたということの意味合いと、

この説明資料によると、これはＡというのはエリアですか、面積ですか、191平米と。この

数字をあらわす意味合いが何なのか。今町民も本当に大きな心配で、昨日もいろんな形で

議論されましたけれども、開発が遠大なる計画を持って、町に対しても具体的な話なのか

どうかは、町民のいろいろなうわさが立っているというきのうの話でもありますように、

なかなかきちっとした形ができてこない。その中で、きのうの副町長は10月ごろ主に調査

設計上げるだろうと話したのですけれども、その辺のスケジュールを含めて施設設計の委

託料、この191平米という意味合いはどこまでの、単なる建物だけなのか、敷地も全部含め

た設計なのか、その辺の説明をもう一度きちっとしていただきたいと思うのですけれども。 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 ただいま議題としております議案第30号については、答弁調整に時間を要するとのこと

ですので、ここで暫時休憩いたしたいと思います。これに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時２５分  休憩 

午後 １時００分  再開 

 

〇田村議長 会議を開きます。 

 休憩前に引き続き議案第30号の審議を行います。 

 野村議員の質問に答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 答弁調整の時間をいただきまして、ありがとうございます。 

 産業交流施設につきましては、191平米規模のものを設計委託する予定でございますけれ

ども、この基本となる数字につきましては、道の駅準備委員会において、昨日副町長から

もお話がありましたけれども、先進地視察ということで鹿追町ですとか何町村か回りまし

たけれども、その中でランニングコスト等を考えてこの程度の規模がいいのではないかと

いう面積、大体200平米前後ということが出されておりまして、それに基づいて図面を考え

ているところでございますけれども、これにつきましては昨年行われました町民説明会に

おいても一応たたき台という形の中で示させていただいておりますので、これをベースに

して今考えているところでございます。ただし、内容につきましては、昨日もお話ありま

したけれども、出店者による運営委員さんたちとともに詰めながら考えていきながら、10月

までには設計委託の発注をさせていただきたいと考えているところでございます。 

 そのほか、詳細につきましては施設課長のほうからご説明申し上げます。 

〇田村議長 施設課長。 
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〇前田施設課長 今申し上げました191平米の根拠といいますか、内訳なのでございますけ

れども、内容としましてはトイレ部分が48.48平米と、それから交流スペースにつきまして

が42.96平米と、合わせまして191.4平米ということで概算を出しております。これに係る

工事費につきましても、建築の今までの経験、それから概算の見積もりを参考にしながら

出しておりまして、その概算金額に基づいて設計委託費を組んでおります。この設計委託

費についても、町の単独発注による設計委託業務ということで、概算で300万円という形で

出しております。その後、今年のこの委託設計料につきましては補助対象事業ということ

から会計検査等も入るということで、道の設計業務委託算定調書を参考にして算出してお

ります。これによりまして、たまたま平成19年の４月に道の設計委託業務の算定基準が変

更になったということから、この２つ合わせましてふえていったわけでございます。それ

が300万から450万という形でございますので、ご理解願いたいと思います。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 わかりました。規模だとか予算措置、その辺の関係は当初の予定よりか変わ

ったということの説明はわかりましたけれども、私が聞きたいのは、とりあえず前にも、

きのうですか、いろんな開発の関係の考え方も、また町長の答弁によって道の幅員を広げ

て車の導線をどうするかという話がまだついていない段階で、施設だけ建物。 

その車の出入り口が変更することによって、施設だっていろんな設計その他変わってく

る可能性は十分あるのでないかと。また、先ほど言ったように、出店者によっての希望も

あるだろうし、先に建物ありきでどんどん進んでいってしまうことはいかがなものかなと、

こう思ったわけでございまして、それできのうも一部の議員が言っていましたように、開

発が全く別な、本当に突拍子もないという言い方は失礼ですけれども、もっと大々的なこ

とも、これはどういう話の中かわかりませんけれども、道路と高さを平行にするような形

で、もっと車が入りやすく、そして今ある施設の移転まで含めた話まで本当に開発が予算

的に措置したのかどうか別にしても、そんなような話までどんどん広がっているというこ

とを見たときに、そういうことも何もまだ地ならしも終わっていない段階で施設だけを設

計していいのかなという懸念があったのですけれども、またきのうの質問のぶり返しにな

るかもしれませんけれども、開発とはざっくばらんに、町長、そのような提案だとか、そ

ういう話まで具体的にあったのかどうか、その辺についてはどのような話だったか、説明、

もしできるならお願いしたいと思うのです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 今回の産業交流施設については、あくまでも町のほうで建設するというこ

とでございまして、その配置等についても一応大体の予定では進んでいるのですけれども、

そういう中で建物についてはあくまでも規模なり配置の中身等については町がやるという

ことですので、それについては当然予算をとって進めなければいけないということであり

まして、今回予算を計上しました。 
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 何回か町議さんから開発との関係のご質問が出ているのでございますけれども、開発の

ほうとしましては、やはり白糠の恋問から日高まで道の駅がないという中で、浦幌町が行

おうとしている道の駅については非常に関心を示しているというか、そういう意味ではい

ろいろとご指導等をいただいてはおります。ただ、具体的にどうのこうのという提案につ

いては、これまで申し上げているように、あくまでも導線ということで、その辺について

うちのほうから要望いたしまして、その辺についての協議を今進めているということでご

ざいまして、いろいろとうわさ等が出ているという中身については、開発のほうでどうい

うふうにしているかわかりませんけれども、町と具体的な協議についてはその道路の関係

ということですので、ご理解いただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 わかりました。せっかくやる事業ですから、本当に失敗のないように、また

施設についても、やっぱりどうせつくるのでしたら有効な、本当に立派な施設をつくって

いただきたいと思いますけれども、最後に１点、このまちづくりについて、先日も他の議

員から質問あったように、出店者会議、今11法人、個人ですか、そこの中で私はちょっと

不思議だというか、ちょっと懸念するのは、三セクという立場でありながら、ユーエム、

これは今いろんな形で浦幌の特産をパッケージしながら地元産を発信して販売している業

者というか、立場の部署なのですけれども、行政として、三セクという立場でありながら、

このユーエムもその中に引っ張り込むような考え方というのはないのかどうか、それにつ

いての考え方はどうなのでしょうか。最後にこれをお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 お話のとおりだと思います。浦幌町の特産品を扱って販売しているという

意味では、道の駅については広く町民の方々に利用していただくという施設でありますの

で、ぜひユーエムさんにも大いに利用していただきたいなというふうに思っております。

若干担当のほうともお話をさせてもらったことがございますけれども、今まだ考え中とい

うことでございまして、そういう計画がございますので、ご理解いただきたいというふう

に思います。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 今の野村議員の関連なのですけれども、ユーエムさんはもちろんなのですけ

れども、前に私一回申し上げたかなということがあるのですけれども、各協同組合、農協

なり漁協さんなり、そういった方たちの協力の度合いというのは、あれから図られたのか。

それとも、まだこれからの段階なのかということをちょっとお聞きしたい。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 いわゆる浦幌でいう経済４団体、産業４団体ということで、前の段階で

も直接道の駅に参加することはなかなか難しいという面があって、側面的に協力をしてい



 － 26 － 

ただくということでは、４団体とも了解をいただいております。その後、具体的に農業、

それから水産業、林業、それから商工会含めまして、まだ出店する方たちの方向性が決ま

っておりませんので、その中で協力できるものは協力していきたいというふうになってお

りますので、その出店者の方々がある程度一定程度の方向性ができた段階で、また４団体

にお願いをするという方向にはなっていくと思いますので、今後その辺もまた詰めていき

たいというふうに思っております。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 前も指摘されたのか、私ではないのですけれども、ほかの議員からもあった

と思います。やはりやるときには、ある意味でそういった人たちも、側面ばかりでなくて、

きちっとした支えというか、相談の中に入っていないと本当にだめなのかいいのかという、

最終決断のときにお願いします、お願いしますでは私はだめなのでないのかなという感じ

がするのですけれども、その辺についてはいかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 先般もお話ししましたように、準備委員会というのがありまして、その

中にはそれぞれ４団体の方々が入っております。それで、今具体的に出店者が方向性を出

すと。そして、その方向性に対して準備委員会がいろいろとアドバイスをしたり相談に乗

るということになっておりますので、その段階でまた準備委員会に戻ってきますので、４

団体の意見等も十分その中では反映されるのではないかというふうに思いますので、ご理

解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 同じような質問になるかと思います。 

 間もなく始まる物産館等につきましても、施設、それから建物等、大体把握をいたしま

した。この中で、やはり開発との話し合い、行政、特に浦幌町基本計画、こういうものが

出てくると思います。その中で、現在操業している店もありますし、その方、これは個人

的になるかもわかりませんけれども、この施設が既にもう老朽化して非常に維持管理が大

変だと。しかし、こういう構想が出ているのですけれども、一体どこに行って相談すれば

いいのでしょうかという、実際そういうことを言っております。ですから、今浦幌町が開

発との打ち合わせ等によりまして、こういう計画がはっきりしたものが出てくると思いま

すよと。いわゆるそういうことになってくれば、既に時間がおくれてしまうのでないかな

と私は考えておりますし、ですから当事者と、今言ったように知らないでいる可能性も十

分含んだ中で、やはり隣接する方でございますので、その辺も十分よく話をしていただき

たいし、またそういう既存の業者がおりますから、そういう方も含めた中で基本的な話も

していただきたい。とにかくこの計画は、浦幌町が近い将来に向かって左右すると言って

も過言ではないような計画でございます。ですから、やはり町民一人一人がこの計画に対

して賛成できるように、これは賛成するしない、理事者の判断かもわかりませんけれども、
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やはりそういうことも大事でないかなと思うわけです。それで、今言った中身、既存の業

者がいるそういう方と話し合いしているかどうか、する計画があるか、それをお聞きして

おきたいと思います。 

〇田村議長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 

 

午後 １時１４分  休憩 

午後 １時１７分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 答弁願います。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 差間議員の関係でお答えしたいのですが、多分センターハウスの位置づ

けのことを言っていらっしゃるというふうに思われますが、実は当初の設計からあのセン

ターハウスの横に道の駅をつくるということで現在もそれで進んでいるわけですし、その

センターハウスを今経営されている方につきましては、準備委員会の中にも入っておりま

すし、それから今の出店者の11名の中にも入っておりますし、内容的には十分協議の中に

最初から入っていただいておりますし、その辺の打ち合わせも今までもやっておりますし、

今後もきちっとやっていきたいというふうに考えておりますし、本人もどういうふうにし

たらいいのか今悩んでいるところだというふうに思いますので、ご理解をいただきたいと

思います。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 ちょっと質問の内容が変で申しわけございません。 

 いわゆる基本計画が開発との話し合いの中でこれから進んでいくと、当然そういうふう

に思っておりますし、何にいたしましても、38号線、既にそういう施設がいろいろできて

おりますので、ぜひ浦幌町で計画して開発のバックアップを受けながらこの構想が進んで

いくということ。これは、特に町民にわかるように説明も、これはやっておりますけれど

も、なかなか町の広報紙やなんか、きちっと読む人もいないせいか、いろんな質問がある

わけでございますので、何とか立派な施設ができて、そして町長の話ですと季節的ではな

く、周年のそういうようなことをやって、やはり浦幌町には立派なものがあると。これだ

けの交通量、大分今減っておりますけれども、絶えず利用していただくと。そういうこと

で、ぜひ頑張った構想をつくってほしい、そういうように思っております。もう一度町長

の意気込みを聞いておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 道の駅、産業交流施設につきましては、町民の皆さんにそれぞれご説明をし

ながら進めているところであります。今設計関係につきましては、それぞれ道路の変更と
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いいますか、使いやすい導入路について今開発のご協力を得るということでお願いをして

いるところであります。いろんな提案もいただいておりますけれども、いずれにしても基

本設計、今浦幌町で町民の皆さんに説明している中で今進めているわけでありますけれど

も、そういう部分で本当によりよい道の駅にするためにいろんな提案をいただきながら、

町の考え方とすり合わせていいものをつくっていきたいというふうに思っていますし、当

然今有料といいますか、高速道路の関係、そして336の関係あります。この38号線をどうい

うふうに魅力ある道路につくっていくのかということが、今浦幌町だけではなくて、関係

町村との中で必要だろうというふうに思っています。そういう意味において、産業交流施

設をきちっと整理をしながら、シーニックバイウェイといいますか、道を利用していただ

く皆さんに浦幌町の特産品を含めて町の活性化につなげていきたいというふうに思ってお

ります。そういう意味で、ぜひ皆さんに活用できる、そして町の活性化につながる施設に

していきたいというふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思い

ます。 

〇田村議長 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 先ほど来から何名かお尋ねしたと思いますけれども、私も同じように、この

まちづくり交付金の関係の中での道の駅、このことについて１つお尋ねをしたいと思いま

す。 

 先ほど来からお話あった中で、いまだに進んでいない部分、当然ございますわけで、そ

ういった中で簡単に言ってしまうと町長は漁業の経験も当然あるわけですから、エンジン

のかかっていない船に人を乗せて、さあ、これから何をやろうか、乗った人で何を操業す

るか、そのエンジンも考えてくれというような、今の段階ではそうかと思いますけれども、

やはり行政として、先ほどからちょっと話前後になりますけれども、開発との話の絡みも

あろうかと思いますけれども、そういった中で万が一大きな変更があるとするならば、行

政として多少のバックアップをしてでも成功するに当たっての補助といいますか、助成と

いいますか、そういった腹づもりといいますか、そういったものも少しでも持っているの

かということをお聞きしたいなと思うのです。既存的には、これらも含めて町民の皆さん

の理解をいただかなければならないわけですけれども、失敗を予測しての計画では困るわ

けですから、成功するためには多少の変更も、もちろん開発との話もございましょうけれ

ども、その腹づもりも含めてちょっとお聞きしたいわけです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 開発さんとの協議については、先ほどから何度もお話をしているとおりであ

ります。ただ、いろんな提案をいただいていることも事実でありますから、その中で町の

基本設計とすり合わせていくということを先ほど申し上げました。やはりどのような道の

駅、よりよい道の駅をつくっていくかということも、いろんな意見をいただきながら今つ

くっているところであります。当然運営委員会も立ち上げて今実際には運営していこうと
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いう組織をつくっていくということでありますから、その中での意見も出てくるだろうと

いうふうに思います。今導入路を含めて開発さんといろいろ協議をしている。その中でど

ういう提案が出てくるかというのがこれからわかりません。しかし、いいものは本当に町

として使えるものが出てくる可能性もなきにしもあらずだというふうに思っています。そ

ういう中で、今何もない中でお答えすることはなかなか難しいのですけれども、いい道の

駅をつくるということは町民の皆さんに理解していただけるというふうに思っていますか

ら、そういう面でどういうものになっていくのかということは、今の段階では言えません

けれども、皆さんと協議をしながら、よりよい道の駅をつくっていくということは基本的

には今までと変わらないというふうに思っています。ただ、具体的に今どうこうというこ

とは言えませんので、答弁になるかどうかわかりませんけれども、いいものをつくってい

くという基本的な考え方は当然だろうというふうに思っています。 

〇田村議長 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 ただいま町長からご答弁いただいたように、本当に魅力のあるものをつくっ

ていくという中にあっては、近くにあるベジタブル、また安藤さん、それから佐々木水産

等もございますけれども、そういった中で当初相乗効果のあるつくり方という言われ方し

たわけですけれども、本当に魅力があるものをつくるとするならば、近隣にあるお店の方

にとって相乗効果が得られるのか、逆にそういった人方に大変、失礼な言い方かもしれま

せんけれども、かなりの営業に差しさわりが出てくるのではないかなと思うわけでござい

ますけれども、そういった中で今後再度お話し合いをして、何とか道の駅に入っていただ

くような方法とか、そういった話し合いを今後持っていく考えはあるのかどうか。前にも

一度聞いたのですけれども、再度お伺いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 まさにゾーンとして開発していこうということは前から言っていました。相

乗効果というのは、やっぱり集客することが相乗効果だろうというふうに基本的には思っ

ています。そういう意味では、いい道の駅をつくることによってお客さんが集まり、相乗

効果が発生するということだろうと思います。周辺の皆さんには、当然これから第２次募

集、第３次募集までいくかどうかわかりませんけれども、募集をしていくということにな

ります。そういう意味では、今第１次募集の11件の皆さんが集まっていますけれども、そ

れだけで募集が終わるわけではありません。より具体的になれば、当然次の募集というこ

とになっていきますから、その中で同じ道の駅をやっていこうという方もいらっしゃると

思います。そういう中に参加をしていただくように募集をかけてい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 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 それでは、短くお話ししますけれども、行政としては来ていただくのを待つ

だけの考えですか。募集をしますよね。参加したいという人がいれば、それは受け入れし
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ますよと。既存のある人方には問いかけとか、あるいはまた話し合いというのはしていか

ない、来ていただく、出店者の希望があれば受け入れをしますよということで終わらすと

いうことですね。 

（何事か声あり） 

〇二瓶議員 ちょっと話の仕方が悪かったのですけれども、先ほどちょっと言ったのです

けれども、相乗効果と言いながらも、要するに営業面でちょっと大変な思いをするのでな

いかなという、そういった思いからお話ししたのですけれども、そういった人方にとって

も一緒にやらないかという問いかけとか、そういう広報は行政としてはしていかないとい

うことですね。 

〇田村議長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 

 

午後 １時２８分  休憩 

午後 １時２９分  再開 

 

〇田村議長 会議を開きます。 

 答弁願います。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 周辺の方々の話し合いの関係なのですが、最初にこの道の駅、産業交流

施設をつくるときにネットワーク会議というのがありまして、浦幌町の特産物等を自分た

ちでつくっている方々が三十五、六人いらっしゃいます。そういう方の中にそれぞれ近隣

の方も入っていらっしゃいました。それから、入っていない方もおりましたので、その方

のところへは代表者のところへ行って、こういう構想があって、将来的には道の駅にした

いのだということでお話をしました。あとは、先ほどから町長が言っていますように、行

政としてこっちへ来いということには多分ならないと思う。というのは、その店をつぶす

というか、強制的にこっちへ入れということになってしまうのではないかということで、

私どものほうでは入ることについては拒みませんよと。ぜひ一緒にやっていただけるので

したら参加をしてくださいという言い方しかしておりませんし、二瓶議員が言うようにど

ういう形で行政として、強制的にささっていけという意味なのか、その辺がちょっとわか

らないのですけれども、行政としては窓口は広くあけておりますので、参加できる方につ

いては参加をしていただくという体制でいきたいというふうに考えております。 

〇田村議長 そのほか質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これより議案第30号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 
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 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立多数であります。 

 よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２ 議案第３１号 

〇田村議長 日程第２、議案第31号 平成20年度浦幌町町有林野特別会計予算を議題とい

たします。 

 説明を求めます。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 議案第31号 平成20年度浦幌町町有林野特別会計予算。 

 平成20年度浦幌町の町有林野特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,343万3,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成20年３月３日提出、浦幌町長。 

 第１表は省略させていただきます。 

 ４ページ、歳入歳出予算事項別明細書、総括については省略させていただきます。 

 この会計につきましては、町有林3,877ヘクタールの管理、それから造成をするための特

別会計でございます。 

 ２、歳入、１款道支出金、１項道補助金、１目造林補助、本年度予算額2,647万2,000円、

１節造林補助、２節野そ駆除補助、これ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、２款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入41万1,000円、１節土地

貸付収入、これは北電、それからドコモへの土地の貸し付けで、東山町ほかでございます。 

 ２目利子及び配当金、予算額12万円、これは利子及び配当金基金利子でございます。 

 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入3,015万円、１節立木売払収入、これにつきまし

ては説明資料29ページをごらんいただきたいと思います。前年に比べましてふえておりま

すが、これは材積の増でございます。 

 それから、２目素材売払収入760万円、１節間伐材売払収入、これにつきましても前年よ

りも立米数がふえております。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金370万円、一般会計繰入金でござい

ます。 

 ２項基金繰入金、１目基金繰入金1,097万9,000円、基金繰入金でございます。 

 ４款１項１目繰越金400万円、前年度繰越金でございます。 
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 ５款諸収入、１項１目雑入1,000円。 

 次に、３、歳出、１款１項１目財産管理費1,445万1,000円、この目につきましては町有

林の維持管理に係る経費でございます。減の主なものは、委託料の中で前年は５年に１度

の町有林施業計画作成委託料86万1,000円を計上しておりましたが、今回はないということ

で、その分が減になっております。それから、13節委託料につきましては、説明資料の30ペ

ージのとおりでございます。この委託料につきましては、町有林28団地の管理業務委託を

森林組合に委託するものでございまして、委託内容につきましては森林施業計画に係る各

種調査報告、それから計画書作成、造林補助事業申請に係る調査報告及び検査立会、所有

林界明示及び維持管理、各種工事測量等の調査等を委託しております。14節の使用料及び

賃借料につきましては、町有林管理用の道路維持に係る機械借り上げ料でございます。16節

の原材料につきましては、管理用道路の保護資材費でございます。 

 ２款１項財産造成費、１目造林費5,313万4,000円、この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。増の主なものは、工事請負費と原材料費でございます。13節委

託料、15節工事請負費、16節原材料費につきましては、説明資料30ページのとおりでござ

います。 

 ３款１項公債費、１目元金1,269万3,000円、23節償還金、利子及び割引料、長期債償還

元金でございます。 

 それから、２目利子310万5,000円、23節償還金、利子及び割引料で長期債償還利子でご

ざいます。 

 ４款１項１目予備費５万円。 

 それから、10ページでございます。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末

及び当該年度末における現在高見込みに関する調書でございます。公有林整備事業債、前々

年度末現在高が１億3,785万円、前年度末現在高見込額が１億2,423万2,000円、当該年度中

元金償還見込額が1,269万3,000円、当該年度末現在高見込額が１億1,153万9,000円となっ

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 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これより議案第31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、議案第31号は原案のとおり可決されました。 
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    ◎日程第３ 議案第３２号 

〇田村議長 日程第３、議案第32号 平成20年度浦幌町模範牧場特別会計予算を議題とい

たします。 

 説明を求めます。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 議案第32号 平成20年度浦幌町模範牧場特別会計予算。 

 平成20年度浦幌町の模範牧場特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億386万7,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成20年３月３日提出、浦幌町長。 

 第１表は省略させていただきます。 

 ４ページ、歳入歳出予算事項別明細書、総括は省略させていただきます。 

 この会計につきましては、共同利用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ための特別会計でございます。 

 ２、歳入、１款使用料及び手数料、１項使用料、１目牧場使用料、本年度予算額１億43万

4,000円、夏期入牧料につきましては１日当たり650頭を予定しておりまして、延べ10万

7,250頭、昨年は700頭を予定しておりまして、50頭減でございます。それから、冬期預託

につきましては１日当たり530頭ということで、前年同様でございます。それから、哺育預

託につきましては１日当たり130頭で、延べ４万7,450頭、これも前年と同数でございます。 

 それから、２項手数料、１目捕縛手数料230万円、捕縛料につきましては人工授精捕縛料

が700頭、１頭当たり2,000円、前年も700頭でございます。入退牧捕縛料につきましては、

前年同様900頭ということで、１頭当たり1,000円でございます。 

 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金12万円、基金利子でございます。 

 ３款１項１目繰越金10万円、前年度繰越金でございます。 

 ４款諸収入、１項１目雑入91万3,000円、雑入につきましては入牧牛の駆虫剤、薬剤で37cc

を650頭に２回打つということで、雑入として見ております。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度予算額1,492万9,000円、

１節報酬につきましては説明資料32ページのとおりでございます。この目につきましては、

牧場に係る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。増の主なものは、人

件費でございます。それから、11節の需用費の中の修繕料につきましては、事務用品及び

備品等の修理代でございます。 

 ２款施設費、１項１目施設管理費、本年度予算額8,888万8,000円、この目につきまして

は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。減の主な

ものは人件費と公課費で、増の主なものは賃金と需用費でございます。賃金の増につきま
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しては、夜間管理人賃金で１人を見ておりまして、132万円を見ております。それから需用

費の中の消耗品でございますが、122万9,000円の増となっておりますが、これについては

肥料等の値上がりによる経費増でございます。11節の需用費につきましては、説明資料32ペ

ージのとおりでございます。14節使用料及び賃借料につきましては、説明資料32ページの

とおりでございます。 

 10ページ、３款１項１目予備費５万円、予備費でございます。 

 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。 

 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 牧場の運営につきましては、ここ３年ほどはかろうじて剰余金の出る決算だ

ったと思います。しかし、それ以前、十二、三年は１億二、三千万つぎ込んで畜産振興の

ために寄与してきたという、このことは行政が支援してくれて、畜産振興のためですから、

よろしいのですけれども、しかしいつまでも行け行け、どんどんというような経済状況で

はないということを考えますと、昨年も先般基金の繰り入れ380万の補正をしたところでご

ざいます。それで、この予算書を見ますと、前年度より280万ぐらい総額で減額の予定にな

っておりますけれども、基金の繰り入れを見ないでこの予算ができたということの裏づけ

をちょっとお伺いいたします。 

〇田村議長 説明願います。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 収入的には乳用牛の放牧等が年々減ってきているという状況にもありま

すが、何とか最大限の経費節減、それから働いている人たちの頑張りによりまして経営が

何とか成り立っているというような状況もありますし、今後牧場のあり方について、牧場

運営委員会の中でも将来的に本当に直営、特別会計のままでいいのかどうか。それから、

乳用牛が減ってきている中で和牛の放牧についてもやっぱり検討する時期に来ているので

ないかということで、去年からそれらの今後の牧場の経営についても運営委員会の中で協

議をしていくということになっております。今回本年度予算の中でできるだけ前年度とほ

とんど同じような形で予算を組ませていただいて、その中でやっぱり企業努力をしていく

ということで、何とか平成20年度は乗り切っていきたいということで考えております。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 冒頭申し上げましたように、非常に厳しい環境になってきたと。ご承知のよ

うに、飼料代の値上がり、それから生乳の生産抑制もあって、急激な入牧頭数が減ったと

思うのですが、ただまた搾乳の多少緩和策になりましたから、搾る人がふえれば頭数増と

いうことでも見込みがあるのかなと思います。そういう中で、今課長のほうから和牛の預

け入れという話もございましたけれども、簡単にその和牛が受け入れられるのか、技術的

な問題もございますよね。今までのホルの飼育とはまた違うということもあります。また、

料金がどうなのかという問題もあります。前年度の380万の繰り入れを見れば、例えば100頭
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260円で、掛ける100日預かったとしても、260万しかならないというようなこともございま

す。そんな頭数、和牛が入るのかな。和牛のことについては、私もよくわかりませんけれ

ども、そういうことを考えると、これからただ予算をつくって１年運営した、足りないか

ら補てんした、こういうことではなくて、しっかりと運営でなくて経営ということも、そ

ういう感覚で考えていただいて、長い間畜産振興ということの支援がしていただけるよう

な運営状態にしてもらわなければならないというふうに思っています。そういう考え方で、

課長の先ほどの一部お話ありましたけれども、ぜひそういう感覚、ただつくって決算やっ

てこうだった、そうでないことの感覚、運営委員さんももちろんおられて、いろんな意見

があるのだと思います。ぜひその辺の考え方、答弁いただきたい。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 先ほども申し上げましたが、ただ預かってやっていればいいという時期

は終わったというふうに思いますし、将来的にはやっぱり町としても指定管理者制度にい

つ持っていくのか、その検討も今している最中でございますし、和牛の取り扱いについて

も、運営委員さんの中から一部話が出まして、農協との絡みもございまして、20円ほど差

額がありますので、その辺の検討も今後していくということで、できるだけあの広い牧場

を有効に使うということで受け入れを進めてまいりたいということでは、今後十分杉江議

員がおっしゃるように検討していく時期に来ているということでご理解をいただきたい

と。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 先ほど答弁の中で課長のほうから指定管理者という話もございましたけれど

も、その辺のことについてはまた違う場所で論議されるようになると思いますが、そのこ

とは別にして、畜産振興のためには、浦幌の主幹産業でありますから、ぜひそういう感覚

で運営をやっていただきたいことを再度お願いを申し上げたいということと、それからも

う一点は牧場の草地の管理のことで、経費をかけない草地管理というのがニュースになり

ましたけれども、その辺のことも本当にこういう時代になっていいのかどうかということ

も検討しながら、全体的な状況把握、経営感覚というものを持ってやっていただきたいな

と思っております。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 その辺についても現場のほうと十分協議をしながら、よりよい方向性で

進めるべく努力していくということで、その草地管理についても検討してまいりたいとい

うふうに考えていますので、よろしくお願いします。 

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 討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これより議案第32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、議案第32号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第４ 議案第３３号 

〇田村議長 日程第４、議案第33号 平成20年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算を

議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 議案第33号 平成20年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算。 

 平成20年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９億4,104万4,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成20年３月３日提出、浦幌町長。 

 この特別会計につきましては、加入世帯1,145世帯、被保険者数2,495人の国民健康保険

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。 

 なお、国民健康保険事業特別会計予算説明資料は各会計予算説明資料の33ページから

36ページまでに記載のとおりですので、ご参照願います。 

 ２ページをごらん願います。第１表は省略させていただきます。 

 ５ページをごらん願います。歳入歳出予算事項別明細書、１の総括は省略させていただ

きます。 

 ７ページをごらん願います。２、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、本年度予算額２億1,695万3,000円、前年度当初予算比で2,279万7,000円、

9.5％減の内容でございます。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税、本年度予算額526万4,000円、前年度当初予算比で

1,583万8,000円、75.1％減の内容でございます。これらの目は、一般被保険者及び退職被

保険者に係る医療給付費分、介護納付金分の現年課税分並びに滞納繰り越し分の国民健康

保険税でございます。退職被保険者等国民健康保険税は、現行は60歳以上75歳未満の方で

一定の年金給付を受けている方が対象被保険者ですが、国民健康保険法の一部改正による

制度改正のため、平成20年４月からは65歳未満の方のみが退職被保険者等とされることに

なりましたので、大幅に対象被保険者数が減少することにより国民健康保険税額は大きく
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減額となるものでございます。なお、これまで65歳以上75歳未満の方で退職被保険者等で

あった方は一般被保険者の区分となるものでございます。国においては、平成20年度税制

改正の中で地方税法施行令の一部を改正して国民健康保険税の基礎課税額の賦課限度額を

現行の56万円から47万円にすることと、新たに後期高齢者支援金等課税額の賦課区分を申

請する政令の改正が３月下旬に見込まれており、今後本町におきましては賦課限度額及び

後期高齢者支援金等課税額の賦課区分の新設並びに国民健康保険税率全体の改正について

国民健康保険運営協議会に対して諮問を行い、運営協議会委員の皆さんのご意見を伺った

上で答申をいただき、国民健康保険税条例の改正について町議会へ提出することとなりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 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、本年度予算額１億6,431万

1,000円、前年度当初予算比で4,163万3,000円、20.2％減の内容でございます。この目は、

療養給付費、老人保健医療費拠出金及び介護納付金に対し、国から34％が交付されるもの

でございます。平成20年４月から老人保健制度から後期高齢者医療制度への移行により、

老人保健医療費拠出金負担金で3,556万2,000円、83.9％減の内容です。 

 ８ページをごらん願います。２目高額医療費共同事業負担金、本年度予算額576万

9,000円、この目は歳出の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。 

 ３目特定健康診査等負担金、本年度予算額82万4,000円、この目は医療保険者たる浦幌町

が行う特定健診等に要する経費に対し３分の１を国が負担す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、本年度予算額4,000万円、この目は市町村間にお

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。 

 ３款１項１目療養給付費等交付金、本年度予算額1,849万3,000円、前年度当初予算比で

6,561万5,000円、78.0％減の内容でございます。この目は、社会保険診療報酬支払基金等

から交付されるものでございますが、退職被保険者数の減により大幅な減となるものでご

ざいます。 

 ４款１項１目前期高齢者交付金、本年度予算額２億3,866万6,000円、この目は社会保険

診療報酬支払基金から65歳以上75歳未満の前期高齢者の加入者の数の割合に係る保険者間

の負担の不均衡を調整するため、保険者に対して交付されるものでございます。 

 ５款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費共同事業負担金、本年度予算額576万

9,000円、この目は国庫支出金と同様に４分の１が道から交付されるものでございます。 

 ２目特定健康診査等負担金、本年度予算額82万4,000円、この目は医療保険者たる浦幌町

が行う特定健診等に要する経費に対し、国庫支出金と同様に３分の１を道が負担するもの

でございます。 

 ２項道補助金、１目財政調整交付金、本年度予算額2,899万6,000円、前年度当初予算比

で2,234万5,000円、43.5％減の内容でございます。この目は、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が、現時点では後期高齢者医療制度
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への被保険者の移行などによる療養給付費等の動向が不確定であるために大幅な減額とな

りました。 

 ６款１項共同事業交付金、１目高額医療費共同事業交付金、本年度予算額2,300万円、こ

の目は高額医療費に係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、本年度予算額１億100万円、この目は市町村国保保

険者の保険料の平準化と保険財政の安定化を図るために、レセプト１件当たりの交付基準

額30万円を超える給付費全額が対象となり、交付金の額は交付基準額の30万円を超えるレ

セプトから平均的な自己負担限度額８万円を超える部分の総額の100分の59に相当する額

から高額医療費共同事業交付金の交付額を控除した額が交付されるものです。 

 ７款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額8,487万8,000円、

前年度当初予算比で4,721万3,000円、35.7％減の内容でございます。この目は、一般会計

からの繰入金で、国民健康保険税の軽減分の補てんを行う保険基盤安定軽減分繰入金と低

所得者を多く抱える保険者の財政安定化を図る保険基盤安定支援分繰入金、そして職員の

人件費、出産育児一時金の３分の２相当額、赤字補てん分等に対するその他一般会計繰入

金でございます。 

 10ページをごらん願います。８款１項１目繰越金、本年度予算額500万円、前年度からの

繰越金でございます。 

 ９款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目一般被保険者延滞金、本年度予算額10万

円、２目退職被保険者等延滞金、本年度予算額1,000円、これらの目は一般被保険者及び退

職被保険者等国民健康保険税に係る延滞金の科目でございます。 

 ３目一般被保険者加算金、本年度予算額1,000円、４目退職被保険者等加算金、本年度予

算額1,000円、これらの目は返還金に対して100分の40で計算される加算金の科目でござい

ます。 

 ５目過料、本年度予算額1,000円、この目は過料を科した場合の科目でございます。 

 ２項受託事業収入、１目特定健康診査等受託料、本年度予算額80万8,000円、この目は社

会保険等の被扶養者分の特定保健指導を浦幌町に委託された場合に係る受託事業収入でご

ざいます。 

 ３項雑入、１目一般被保険者第三者納付金、本年度予算額10万円、２目退職被保険者等

第三者納付金、本年度予算額５万円、これらの目は交通事故などの第三者行為による納付

金の科目でございます。 

 ３目一般被保険者返納金、本年度予算額1,000円、４目退職被保険者等返納金、本年度予

算額1,000円、これらの目は国民健康保険被保険者の資格喪失後等の理由により療養費の給

付を受けることができない場合に係る返納金の科目でございます。 

 ５目雑入、本年度予算額23万3,000円、この目は国民健康保険の被保険者と社会保険被扶

養者が本町の保健師による特定保健指導を受ける場合の自己負担分及びその他雑入の科目
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でございます。 

 12ページをごらん願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度予算額2,551万1,000円、この目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。減額の主なものといたしましては、人件費で154万7,000円減の内容でござい

ます。13節委託料は、国保連合会の電算システムを導入し、オンラインで結ばれておりま

すが、これを維持管理するための保守業務委託料が23万1,000円、国保連合会が保険者ごと

に事務処理を行うための共同電算事務処理委託料が137万円、保険者としてレセプト点検を

して病名と治療内容が合っているのか、病名に対して不適切な投薬がないかなどの過誤請

求等の不備レセプトを点検するレセプト点検業務処理委託料が206万9,000円でございま

す。 

 ２目連合会負担金、本年度予算額25万6,000円、この目は北海道国民健康保険団体連合会

に対する負担金でございます。平成19年度までは国保連十勝支部負担金がございましたが、

平成20年度より当分の間繰越金により事業運営を行うため不要になりました。 

 ２項徴税費、１目賦課徴収費、本年度予算額167万3,000円、この目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、補助及び交付金については、国

民健康保険事業特別会計予算説明資料36ページをご参照願います。 

 ３項１目運営協議会費、本年度予算額19万2,000円、この目は国民健康保険運営協議会開

催に係る経費でございます。平成20年度は４回の運営協議会の開催を予定しております。

１節報酬は、国民健康保険事業特別会計予算説明資料36ページをご参照願います。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、本年度予算額５億1,000万

円、前年度当初予算比で１億200万円、25.0％増の内容です。 

 ２目退職被保険者等療養給付費、本年度予算額1,800万円、前年度当初予算比で6,600万

円、78.6％減の内容です。１目及び２目の療養給付費は、保険者が負担する医療費の７割

分について国保連合会へ支払う経費でございます。なお、各医療機関へは国保連合会から

支払われることになっております。一般被保険者療養給付費が増額となっているのは、65歳

以上75歳未満の退職被保険者は一般被保険者となるため、退職被保険者と療養給付費の平

成19年度現計予算が約9,000万円であることを加味しているために大幅な増額となり、逆に

退職被保険者等療養給付費は大幅な減額となるものでございます。 

 ３目一般被保険者療養費、本年度予算額334万円。14ページをごらん願います。４目退職

被保険者等療養費、本年度予算額14万円、３目及び４目の療養費は整骨院やはり、きゅう

にかかったとき、もしくは旅行中に保険証を持たず病院で治療を受け10割を被保険者が支

払ったときに、保険者負担分の７割を被保険者に対して支払う場合に要する経費でござい

ます。 

 ５目審査支払手数料、本年度予算額152万円、この目は審査機関である国保連合会が行う

請求内容の審査のために支払う審査支払手数料等でございます。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、本年度予算額5,400万円、２目退職被保



 － 40 － 

険者等高額療養費、本年度予算額288万円、１目及び２目の高額療養費は各世帯の所得状況

により１カ月に支払う医療費の負担限度額が定められており、その限度額を超えた額を支

払うのに要する経費でございます。 

 ３項移送費、１目一般被保険者移送費、本年度予算額５万円、２目退職被保険者等移送

費、本年度予算額３万円、１目及び２目の移送費は被保険者が病気やけがで移動が困難で

あり、医師の指示で別の医療機関に移送されたときに支払うための経費でございます。 

 ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金、本年度予算額455万円、この目は被保険者の方

が出産した場合に35万円を出産育児一時金として支払うための経費でございます。 

 ５項葬祭諸費、１目葬祭給付費、本年度予算額45万円、この目は被保険者の方が亡くな

られた場合に１万円を葬祭給付費として支払うための経費でございます。 

 ３款１項１目後期高齢者支援金、本年度予算額１億33万6,000円、この目は後期高齢者医

療制度に対する医療保険者として支援するために保険者がゼロ歳から75歳未満の加入者数

に応じて社会保険診療報酬支払基金を算定した額を社会保険診療報酬支払基金に支払い、

社会保険診療報酬支払基金が広域連合へ支払うものでございます。また、病床転換支援金

は療養病床等の長期入院病床を老人保健施設または居住系サービス施設へと転換を容易に

するために支援することとなり、医療保険者が拠出するものでございます。 

 なお、先日の国民健康保険条例の一部改正についての説明の中で特定健康診査等の受診

率と後期高齢者支援金の増減についての説明に誤りがありましたので、訂正させていただ

きます。平成24年度における市町村国保の特定健診等の参酌標準は、特定健康診査の実施

率は65％、特定保健指導の実施率は45％、メタボリックシンドロームの該当者及び予備軍

の減少率は平成20年度に比べ10％減少と決定されておりますが、平成24年度以降の特定健

康診査の実施率が参酌標準65％の半分である33％を下回った場合には、３項目とも未達成

扱いとされ、平成25年度の後期高齢者支援金を最大10％の割り増しにより支払うことにな

り、実施率が33％を上回っていれば後期高齢者支援金を割り増しとはなりません。また、

目標の実施率の65％を達成していれば、本来支払うべき後期高齢者支援金から最大で10％

の割引が行われるもので、33％を超え65％未満については現時点では被保険者数で算定さ

れた本来の後期高齢者支援金を支払うことになるものであります。今後全国の保険者ごと

の特定健康診査の実施率がどのように推移していくかにより、後期高齢者支援金の増減に

ついて参酌されていくものと思われますので、本町といたしましては国民健康保険税の税

率にも影響が及ぶことから、平成24年度には目標の65％の達成に向け少しずつでも実施率

の向上を目指していくものでございます。 

 ２目後期高齢者関係事務費拠出金、本年度予算額３万2,000円、この目は社会保険診療報

酬支払基金が行う後期高齢者医療制度に係る事務経費に対し拠出するものでございます。 

 ４款１項１目前期高齢者納付金、本年度予算額６万7,000円、この目は社会保険診療報酬

支払基金が前期高齢者交付金として交付するために保険者が前期高齢者納付金として負担

すべき額を納付するものでございます。 
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 ２目前期高齢者関係事務費拠出金、本年度予算額３万2,000円、この目は社会保険診療報

酬支払基金が行う前期高齢者医療制度に係る事務経費に対して拠出するものでございま

す。 

 ５款１項老人保健拠出金、１目老人保健医療費拠出金、本年度予算額2,219万2,000円、

前年度当初予算比で１億1,497万9,000円、83.8％減の内容です。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

のに要する経費でございますが、老人保健制度から後期高齢者医療制度へ移行するために

大幅な減額となるものでございます。 

 ２目老人保健事務費拠出金、本年度予算額23万2,000円、前年度当初予算比で235万

5,000円、91.0％減の内容です。この目は、老人保健医療対象者に係る審査支払い事務や拠

出金徴収事務などに要する経費として、レセプト枚数や加入者数に応じて拠出するのに要

する経費でございます。この目につきましても、１目老人保健医療費拠出金と同様に大幅

な減額となるものでございます。 

 ６款１項１目介護納付金、本年度予算額5,204万7,000円、この目は介護保険事業の費用

のうち31％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のに要する経費でご

ざいます。 

 ７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業拠出金、本年度予算額2,307万

8,000円、この目は過去３年間の高額医療費の推移を見て全道対比で保険者が拠出するのに

要する経費でございます。 

 ２目退職者医療事務費拠出金、本年度予算額1,000円、この目は退職被保険者医療費事務

の共同処理にかかわり拠出するのに要する経費でございます。 

 ３目保険財政共同安定化事業拠出金、本年度予算額１億1,039万6,000円、この目は市町

村国保保険者の保険料の平準化と保険財政の安定化を図るための事業に保険者として拠出

するのに要する経費でございます。 

 ８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費、本年度予算額639万2,000円、この目

は平成20年４月から各医療保険者が義務として行わなければならない特定健康診査並びに

特定保健指導に要する経費でございます。特定健診、特定保健指導が導入された目的は、

外来、入院医療費の伸びの要因となっている糖尿病、高血圧、高脂血症の発症あるいは重

症化や合併症への進行の予防に重点を置いた特定健康診査、特定保健指導を行うことによ

り、生涯にわたって生活の質を維持向上させることであるとされております。また、医療

保険者としてみずからの医療費を分析し、どのような疾病に医療費がかかっているのか、

どのような疾病で医療費がふえているのか、被保険者、市町村の抱える健康課題は何かな

どを分析、把握し、被保険者、地域の抱える健康問題を解決し、医療費の適正化に結びつ

けていくという明確な目的意識のもとに特定健康診査、特定保健指導を実施していくこと
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が重要であると言われております。13節委託料は、特定健診の基本健診480人分、詳細健診

として行う心電図、眼底検査、貧血検査、尿酸、クレアチニン等480人分、特定保健指導に

係り２次健診として行う耐糖賦課試験55人分、経過観察者に行う血液検査175人分に要する

委託料の内容でございます。14節使用料及び賃借料は、特定健康診査等の対象者の健診結

果や経過観察の把握に係る特定健診システムソフトウエアの借り上げ料でございます。 

 18ページをごらん願います。２項保健事業費、１目保健衛生普及費、本年度予算額209万

6,000円、前年度当初予算比で511万2,000円、70.9％減の内容です。この目は、被保険者の

健康保持のために行う総合健診事業に要する経費でございます。減額の主なものといたし

ましては、平成18年度から実施しておりましたヘルスアップ事業は、特定健診等の事業と

して行われるために廃止され、大幅な減額となるものでございます。総合健診事業は、若

いときからの健康に対する関心を高め、40歳からの特定健診等の受診へ誘導するためと

40歳以上65歳までの方については５年に１回低額の負担で人間ドックを受けていただくこ

とが疾病の早期発見、早期治療により、結果的には医療給付費の抑制のためにも必要な事

業であり、今後も継続して実施してまいります。 

 ９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税還付金、本年度予

算額50万円、２目退職被保険者等保険税還付金、本年度予算額５万円、１目及び２目は過

年度にさかのぼって資格喪失をした場合に過納となった国民健康保険税を還付するのに要

する経費でございます。 

 ３目償還金、本年度予算額50万円、この目は過年度の療養給付費等交付金の精算に伴い

返還するのに要する経費でございます。 

 10款１項１目予備費、本年度予算額50万円、この目は予備の支出に備えるための経費で

ございます。 

 以上で議案第33号 平成20年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算についての説明を

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 事業の内容についてもう少し詳しくご説明いただきたい。 

 17ページの特定健康診査等事業、これは今年から、俗に言われる成人病、メタボリック

症候群の早期発見ということで、これが将来的には後期高齢者の給付にまで影響するとい

うことで、非常に大きな事業、きちっとしなければならないのですけれども、これは具体

的に、ちょっと内容的に聞きたいのですけれども、これをやって、そしてまたそういう該

当者は２次健診ですか、この辺は保険設置者というか、行政がやらなければならない業務

の中でその辺の人の手配だとか、また保険者に対する受診の周知だとか、この辺はどのよ

うな形で進めていく考え方でいるわけですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 
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〇亀山町民課長 特定健診に対する取り組みでございますが、先般以来もずっと話してお

りますが、いわゆる住民周知の部分につきましては広報による周知はもう既に今年入って

やっております。それで、その中でも言っておりますが、後期高齢者支援金に絡むことが

ありますということで、目標の達成に向けて保険者としては国民健康保険の被保険者の方、

該当する40歳から74歳までの方についてはぜひとも受けていただきたい。これは、毎年で

ございます。毎年必ず受けていただきたい。そのためには、巡回の健診であったり、いわ

ゆる総合健診として保健福祉センターで行ったり、上浦幌公民館でもやるというふうな形

の中で実施の場所も多くして受けやすい体制をとっていくということと、あと人的な問題

といいますと、いわゆるそういう健診機関、町内の病院もそうでございますが、そういう

ところでまず血液検査をしていただいて、身体測定もしていただいて、お医者さんの診察

も受けていただくと。そこで、最終的に結果として保健指導が必要だというふうになった

場合、血液検査の結果からですね、その場合については町の保健師による保健指導を受け

ていただきます。そのときに、いろいろな支援策、動機づけだとか積極的支援ということ

で指導されます。動機づけというのは、まだ軽いほうの方だろうと思います。そして、生

活習慣を変えていただくという指導をされます。そして、その際に詳しい、例えば糖尿病

であれば耐糖賦課試験といいまして、ブドウ糖を飲んでいただいて、それで１時間後に採

血というふうな検査をやってもらうということで、それらの詳しい検査もその中で行って

もらいますと。そういう中で、継続的に指導しているという形をとっていくということに

なります。また来年、次の年もまた同じように検査を受けていただいてということで、そ

れが継続されていくということによって内臓脂肪型肥満と言われる部分が解消されていく

というふうになれば、いわゆる血液検査によってわかるわけですけれども、いろいろな糖

尿病だとか高脂血症だとか高血圧症だとか、そういう部分の病気が少なくなっていくと。

そうすることによって、それが合併症だったり引き起こすわけですから、それらの部分を

少なくすることによって総体的に医療費が下がっていくだろうということの考え方におい

て、この特定健診制度が行われるという内容です。 

 人的な部分については、特に保健師を増員しているというわけではございません。現行

の人員体制の中で現在は行う予定ですが、これは受診率が高くなって、そして特定保健指

導をしなければならない対象となる被保険者の方が多くなる、もしくは社会保険等の被扶

養者の分も町で受け入れるという場合もありますので、その部分も加味した中で、１年経

過してみないと何とも言えないところなのですが、どの程度の受診者がいるのかというと

ころで、現在平成18年度の総合健診の受診者が国民健康保険で21.7％ですから、これを24年

までに65％まで持っていくという非常に厳しい目標でありますけれども、何とかこれを達

成するためには住民の皆さんの中へ入って十分この必要性を説明して理解を得て受診して

いただくと、そういうふうに考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 
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〇野村議員 よくわかりました。 

 そこで、今言ったように現在の保健師でその辺の対応がとれるということですので、こ

れがだんだんと受診率がふえてメタボだ、いろんな２次該当者がふえると、また人員的な

配置も考えなければならないだろうけれども、ただ最後にお願いしたいのは、今までもず

っと毎年健康診断やっていますけれども、どうも場所的に時間的に非常に制約があって、

なかなか仕事柄出ていけないというのをよく聞くのです。先ほど担当課長のほうからも、

今後いろんな意味で回を広げてという形ですけれども、またいろんな団体にも働きかけな

がら、やはりその受けれる状況を、現状は非常に朝早かったり、曜日だとか、勤務者にと

ってはなかなか受けられないということをよく聞きますので、今後その辺を十分注意して、

後々のペナルティーまでかかってくるという大変な問題ですので、その辺は担当課として

しっかりやっていただきたいと、こう思います。 

 以上です。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 日程的なことで申し上げますと、平成20年度から、それ以前は平成19年

度までは日曜日には開催しておりませんでした。平成20年度は日曜日開催というのも１日

だけとります。それと、時間的なことについて言いますと、どうしても飲まず食わずとい

うことの中では、やはり７時ぐらいからという検査の日程になりますので、この辺だけは

どうにも、この検査の体制上無理があるということでございますし、一人でも多く受けて

いただきたいということの中では、いろいろな会場も、地域も回ればいいわけなのですが、

やはり対がん協会なりの、１日に検査対応する最低限の人数というものがございまして、

その地区で100名確保できないと、そこでの実施はできませんということもあって、非常に

そういうところではやはり町中と上浦幌というふうな形の中でちょっと大変なのですけれ

ども、その辺が地域の皆さん方の熱意によって、受診者が確保できるような状況ができて

くれば、またそういうふうな体制もとれるものかなというふうに考えております。よろし

くお願いします。 

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 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これより議案第33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、議案第33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
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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。 

 

午後 ２時２７分  休憩 

午後 ２時４５分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第５ 議案第３４号 

〇田村議長 日程第５、議案第34号 平成20年度浦幌町老人保健特別会計予算を議題とい

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34号 平成20年度浦幌町老人保健特別会計予算。 

 平成20年度浦幌町の老人保健特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,334万2,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成20年３月３日提出、浦幌町長。 

 この会計は、被保険者1,018人の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

別会計でございます。 

 この特別会計は、老人保健法附則第39条の規定により、市町村は、改正後の規定施行後

３年間は、平成20年４月改正前老人保健法の規定による医療等に関する収入及び支出につ

いて、特別会計を設けるものとするとされているため、平成22年度までは老人保健特別会

計を設けることとなるものでございます。なお、平成20年４月からの後期高齢者医療制度

の創設に伴い、平成20年３月診療分までの医療費に係る関係予算を計上しており、予算規

模は大幅に減少しているところでございます。 

 老人保健特別会計予算説明資料は、各会計予算説明資料の37ページと38ページに記載の

とおりですので、ご参照願います。 

 ２ページの第１表は省略させていただきます。 

 ４ページをごらん願います。歳入歳出予算事項別明細書、１の総括は省略させていただ

きます。 

 ６ページをごらん願います。２、歳入、１款１項支払基金交付金、１目医療費交付金、
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本年度予算額4,777万5,000円、前年度当初予算比で４億765万6,000円、89.5％減の内容で

ございます。この目は、窓口負担３割の方に係る老人保健医療諸費の全額と窓口負担１割

の方に係る老人保健医療諸費の12分の６に対する医療保険各法からの現年度分及び過年度

分の交付金でございます。 

 ２目審査支払手数料交付金、本年度予算額38万1,000円、前年度当初予算比で264万

3,000円、87.4％減の内容でございます。この目は、老人保健医療費事務経費に対する医療

保険各法からの現年度分及び過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、本年度予算額3,011万7,000円、

本年度当初予算比で２億5,673万7,000円、89.5％減の内容でございます。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現年度分及び過年度分の国庫負担金でござい

ます。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目老人医療費負担金、本年度予算額753万円、前年度当

初予算比で6,418万4,000円、89.5％減の内容でございます。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現年度分及び過年度分の道負担金でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額753万4,000円、前

年度当初予算比で6,421万4,000円、89.5％減の内容でございます。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。 

 ５款１項１目繰越金、本年度予算額1,000円、この目は前年度からの繰越金でございます。 

 ６款諸収入、１項延滞金及び加算金、１目延滞金、本年度予算額1,000円、この目は不正

利得等徴収金が納付期日までに納付されない場合に係る延滞金の科目でございます。 

 ２目加算金、本年度予算額1,000円、この目は不正利得等徴収金返納金に係る加算金の科

目でございます。 

 ２項雑入、１目第三者納付金、本年度予算額1,000円、この目は交通事故等の第三者行為

に伴う納付金を受け入れる科目でございます。 

 ２目返納金、本年度予算額1,000円、この目は医療機関の不正請求等があった場合に不正

利得等徴収金として返納してもらうための科目でございます。 

 ８ページをごらん願います。３、歳出、１款１項医療諸費、１目医療給付費、本年度予

算額9,000万円、前年度当初予算比で７億8,400万円、89.7％減の内容でございます。この

目は、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特別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、本年度予算額295万円、前年度当初予算比で876万円、74.8％減の内容

でございます。この目は、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

したときに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について一部負担金を除い

た額と高額医療費の支払いに係る経費でございます。 
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 ３目審査支払手数料、本年度予算額38万5,000円、前年度当初予算比で267万3,000円、

87.4％減の内容でございます。この目は、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、本年度予算額1,000円、この目は過

年度の医療給付費の精算に伴い償還するための科目でございます。 

 ２目還付金、本年度予算額2,000円、この目は不正利得等徴収金に過誤があったときに還

付するための科目でございます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金、本年度予算額1,000円、この目は過年度分の老人保健医

療給付費の精算確定に伴い、一般会計からの繰入金を返還するために繰り出しを行う科目

でございます。 

 ３款１項１目予備費、本年度予算額3,000円、この目は予備の支出に備えるための科目で

ございます。 

 以上で議案第34号 平成20年度浦幌町老人保健特別会計予算についての説明を終了させ

ていただきますので、よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 

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 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。 

 これより議案第34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、議案第34号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第６ 議案第３５号 

〇田村議長 日程第６、議案第35号 平成20年度浦幌町後期高齢者医療特別会計予算を議

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35号 平成20年度浦幌町後期高齢者医療特別会計予算。 

 平成20年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,850万3,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ
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る。 

 平成20年３月３日提出、浦幌町長。 

 この会計は、高齢者の医療の確保に関する法律第49条の規定により、後期高齢者医療広

域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるとこ

ろにより、特別会計を設けなければならないとされていることから、平成20年度より新た

な特別会計によって会計処理を行うものでございます。 

 被保険者数1,061人の後期高齢者医療制度に係り後期高齢者医療広域連合に対する収支

の会計を処理する特別会計でございます。 

 後期高齢者医療特別会計予算説明資料は、各会計予算説明資料の39ページと40ページに

記載のとおりでございますので、ご参照願います。 

 ２ページの第１表は省略させていただきます。 

 ４ページをごらん願います。歳入歳出予算事項別明細書、１の総括は省略させていただ

きます。 

 ６ページをごらん願います。２、歳入、１款１項後期高齢者医療保険料、本年度予算額

4,532万8,000円、この目は75歳以上の後期高齢者及び65歳以上75歳未満で一定の障害のあ

る被保険者の方からいただく保険料の科目でございます。原則的には老齢等年金給付から

の特別徴収となりますが、年金の額が年額18万円未満の方及び介護保険料と後期高齢者医

療保険料の合計額が年金額の２分の１を超える被保険者の方については、納付書や口座振

替で納めていただく普通徴収となります。なお、被用者保険等の被扶養者であった被保険

者の方については、激変緩和措置として加入から２年間は所得割が課されず、被保険者均

等割を２分の１とする軽減措置がとられることになっておりますが、さらに平成20年度に

おいては４月から９月までは保険料の徴収を凍結し、10月から翌年３月までは被保険者均

等割額を９割軽減する措置がとられるものでございます。 

 ２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額3,317万3,000円、

１節の事務費繰入金は広域連合事務費繰入金として広域連合の共通経費に対し、均等割、

高齢者人口割、人口割で計算される市町村負担金でございます。また、事務費繰入金につ

きましては、この特別会計に係る事務費及び１人分の人件費に対する繰入金でございます。

２節保険基盤安定繰入金は、低所得者に係る保険料の軽減措置及び被用者保険等の被扶養

者に係る軽減措置に対する繰入金で、この金額のうち４分の３が北海道から一般会計の歳

入に入り、残りの４分の１は町の一般会計が負担するものでございます。 

 ３款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、本年度予算額1,000円、この目は

後期高齢者医療保険料が納付期日までに納付されない場合に係る延滞金の科目でございま

す。 

 ２項１目雑入、本年度予算額1,000円、この目はその他雑入の科目でございます。 

 ７ページをごらん願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度予算額887万2,000円、この目はこの特別会計に係る１名の人件費及び事務経費でご
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ざいます。 

 ２項１目徴収費、本年度予算額76万4,000円、この目は後期高齢者医療保険料の賦課及び

徴収に係る事務経費でございます。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、本年度予算額6,886万5,000円、この目は

後期高齢者医療広域連合に対する納付金で、広域連合の事務費に対する共通経費、保険料

軽減に係る保険基盤安定分、後期高齢者医療保険料及び後期高齢者医療保険料に係る延滞

金を納付するものでございます。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目還付加算金、本年度予算額1,000円、こ

の目は後期高齢者医療保険料の過誤納があったときに加算金をつけて還付する場合のため

の科目でございます。 

 ４款１項１目予備費、本年度予算額1,000円、この目は予備の支出に備えるための科目で

ございます。 

 以上で議案第35号 平成20年度浦幌町後期高齢者医療特別会計予算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。 

 これより議案第35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、議案第35号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第７ 議案第３６号 

〇田村議長 日程第７、議案第36号 平成20年度浦幌町介護保険特別会計予算を議題とい

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36号 平成20年度浦幌町介護保険特別会計予算。 

 平成20年度浦幌町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５億1,250万9,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ
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る。 

 平成20年３月３日提出、浦幌町長。 

 この会計は、介護保険の運営及び介護給付費の収支並びに地域包括支援センターの運営

に係る経費を会計処理する特別会計でございます。 

 なお、介護保険特別会計予算説明資料は、各会計予算説明資料の41ページから44ページ

に記載のとおりですので、ご参照願います。 

 ２ページの第１表は省略させていただきます。 

 ４ページをごらん願います。歳入歳出予算事項別明細書、１の総括は省略させていただ

きます。 

 ６ページをごらん願います。２、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、本年度予算額6,915万7,000円、この目は65歳以上の第１号被保険者の方から納め

ていただく介護保険料でございます。平成17年税制改正の影響を受ける第１号被保険者の

方に対し、平成18年度及び平成19年度において激変緩和措置を行っておりましたが、平成

20年度においても平成19年度と同様の激変緩和措置を行うものでございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、本年度予算額7,984万5,000円、

この目は介護保険事業に係る保険給付費の20％もしくは15％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、本年度予算額3,334万円、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っております。 

 ２目地域支援事業交付金、本年度予算額464万5,000円、この目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款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金、本年度予算額6,940万3,000円、

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。 

 ２項財政安定化基金支出金、１目交付金、本年度予算額2,000円、この目は３年間の中期

財政運営期間において収納率の悪化による保険料不足や給付費の増加による財源不足によ

る財政収支の不均衡が生じる場合に資金の交付を受けるものでございます。 

 ３項道補助金、１目地域支援事業交付金、本年度予算額232万2,000円、この目は地域支

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％が交付されるものでございます。 

 ４款１項支払基金交付金、１目介護納付費交付金、本年度予算額１億4,236万1,000円、

この目は介護保険事業に係る保険給付費の31％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が財源になっており

ます。 
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 ２目地域支援事業交付金、本年度予算額114万8,000円、この目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31％が交付されるものでございます。 

 ５款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額12万円、この目

は介護給付費準備基金に係る利子でございます。 

 ８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、本

年度予算額9,943万7,000円、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％、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％を市町村負担分として一般会計より繰り入れするものと、職員給与費等繰入金と

して介護保険事業に係る職員４名の人件費を一般会計より繰り入れするもの及び事務費繰

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繰り入れするものでございます。 

 ２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金、本年度予算額1,069万4,000円、この目は

第３期介護保険事業計画に従い第１号被保険者介護保険料の基準額を据え置くために介護

保険給付費準備基金を取り崩して繰り入れるものでございます。 

 ７款１項１目繰越金、本年度予算額３万円、この目は前年度からの繰越金でございます。 

 ８款諸収入、１項延滞金及び過料、１目第１号被保険者延滞金、本年度予算額1,000円、

この目は第１号被保険者介護保険料に係る延滞金でございます。 

 ２目第１号被保険者過料、本年度予算額1,000円、この目は過料を科した場合の科目でご

ざいます。 

 ２項雑入、１目第三者納付金、本年度予算額1,000円、この目は第三者行為に伴う納付金

の科目でございます。 

 ２目返納金、本年度予算額1,000円、この目は介護保険施設等からの不正請求等があった

場合に不正利得等徴収金を返納してもらう科目でございます。 

 ３目雑入、本年度予算額1,000円、この目はその他雑入の科目でございます。 

 10ページをごらん願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度予算額1,250万7,000円、この目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。 

 ２項１目賦課徴収費、本年度予算額79万6,000円、この目は介護保険料の賦課及び徴収に

係る経費でございます。 

 ３項１目介護認定審査会費、本年度予算額535万2,000円、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。 

 ２目認定調査費、本年度予算額114万3,000円、この目は要介護度等の認定調査に要する

経費でございます。 

 ４項１目介護保険運営協議会費、本年度予算額４万2,000円、この目は介護保険運営協議

会２回開催に係る経費でございます。 

 ５項１目趣旨普及費、本年度予算額10万5,000円、この目は第１号被保険者に対する介護

保険制度の趣旨を普及啓蒙するための経費でございます。 
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 12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、本年度予算額１億1,800万円、２目居宅介護サービス等計画給付費、本

年度予算額1,600万円、３目地域密着型介護サービス等給付費、本年度予算額8,700万円、

４目施設介護サービス等給付費、本年度予算額１億9,800万円、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のうち２目居宅介護サービス等計画給付費を

除き被保険者が指定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。 

 ５目福祉用具購入費、本年度予算額80万円、６目住宅改修費、本年度予算額250万円、５

目福祉用具購入費及び６目住宅改修費については、原則として被保険者本人が一たん費用

の全額を支払い、申請により保険給付費分として後から９割を被保険者に支払うための経

費でございます。ただし、本町では受領委任払い制度により、本町の契約業者であれば被

保険者が一たん費用の全額を支払うのではなく、自己負担の１割だけ支払えばよいという

制度を取り入れております。限度額は、福祉用具購入費は総費用で10万円、住宅改修費は

総費用で20万円となっております。なお、住宅改修費は平成13年度から平成18年度までの

集計で131件、1,321万3,183円でございました。 

 ７目審査支払手数料、本年度予算額42万9,000円、この目は国保連合会へ明細書の審査枚

数に応じて支払う手数料でございます。 

 ２項１目高額介護サービス等費、本年度予算額850万円、この目は介護保険制度において

各世帯の所得状況に応じて１カ月に支払う費用の限度額が定められており、その限度額を

超えた額を高額介護サービス費として保険者が支払う経費でございます。 

 ３項１目特定入所者介護サービス等費、本年度予算額2,800万円、この目は居住費または

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低

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の経費でございます。 

 ３款１項１目財政安定化基金拠出金、本年度予算額42万3,000円、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

けておりますが、この基金に対する拠出に要する経費でございます。 

 ２目財政安定化基金償還金、本年度予算額1,000円、この目は財政安定化基金から貸し付

けを受けた場合に係る償還金の科目でございます。 

 ４款１項地域支援事業費、１目介護予防事業費、本年度予算額370万6,000円、この目は

要支援、要介護認定者を除き、自立した生活を送られている方を対象に調査を行い、虚弱

な高齢者には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。 

 14ページをごらん願います。２目任意事業費、本年度予算額352万5,000円、この目は家

庭内における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。増額の主なものといたし

まして、20節扶助費については支給対象者の拡大を図るために、従来は要介護度４または
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５であって、過去１年間に介護サービスを受けていないことが条件でしたが、平成20年度

からは過去１年間に介護サービスを受けていないという条件を撤廃し、要介護度４または

５の方を居宅で家族介護をしている方に対して支給することとし、支給対象者の拡大を図

ることにより平成20年度は22名分を計上し、増額となるものでございます。 

 ３目包括的支援事業費、本年度予算額2,542万7,000円、この目は浦幌町地域包括支援セ

ンターの職員２名の人件費及び業務運営に要する経費でございます。地域包括支援センタ

ーの業務は、被保険者が要介護状態等になることを予防し、要介護状態等になった場合に

おいても、可能な限り地域において自立した日常生活が営むことができるよう支援するた

め地域支援事業を実施するとともに、介護予防支援の実施及び介護報酬の請求事務を行う

ものです。 

 ５款１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金、本年度予算額12万円、この目は

介護給付費準備基金を積み立てる科目でございます。 

 16ページをごらん願います。６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目第１号被

保険者還付金、本年度予算額３万1,000円、この目は過年度にさかのぼって本町の第１号被

保険者の資格を喪失したことによる保険料の還付金及び還付加算金の科目でございます。 

 ２目償還金、本年度予算額1,000円、この目は過年度分の国及び道に対する介護給付費負

担金及び国に対する事務費交付金の償還に係る科目でございます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金、本年度予算額1,000円、この目は過年度分の保険給付費

の精算確定に伴い一般会計からの繰入金を返還するために繰り出しを行う科目でございま

す。 

 ７款１項１目予備費、本年度予算額10万円、この目は予備の支出に備えるための科目で

ございます。 

 以上で議案第36号 平成20年度浦幌町介護保険特別会計予算についての説明を終了させ

ていただきますので、よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 

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。 

 これより議案第36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、議案第36号は原案のとおり可決されました。 
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    ◎日程第８ 議案第３７号 

〇田村議長 日程第８、議案第37号 平成20年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算を議

題といたします。 

 説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇鈴木診療所事務長 議案第37号 平成20年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算。 

 平成20年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億634万4,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成20年３月３日提出、浦幌町長。 

 本特別会計予算につきましては、町立診療所運営にかかわる費用予算でございます。 

 次のページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算につきましては省略させていただ

きます。 

 ４ページをお開き願います。歳入歳出予算事項別明細書、１の総括については省略させ

ていただきます。 

 ６ページをお開き願います。２、歳入、１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金、本年度予算額１億5,072万3,000円、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、本年度予算額50万円、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、本年度予算額１億5,492万円、前年度比較1,340万

円の減でございますけれども、１節保険診療収入、２節労災収入、３節自賠責収入、４節

自由診療収入、５節健康診査収入、６節その他診療収入につきましては、各会計予算説明

資料45ページに記載のとおりでございます。１節保険診療収入におきまして1,340万円の減

でございます。 

 ３款諸収入、２項雑入、１目雑入、本年度予算額19万1,000円、雑入の内容でございます。 

 ２目過年度収入、本年度予算額１万円、過年度の収入の内容でございます。 

 ３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費、本年度予算額4,186万円、本目につき

ましては診療所事務管理及び施設維持管理に要する費用予算でございます。主な減額、増

額につきましては、減につきましては人件費、増につきましては11節需用費、14節使用料

及び賃借料の内容でございます。11節需用費、本年度予算額1,012万8,000円でございます

が、この主な増の内容につきましては、燃料費、本年度予算額496万4,000円、49万4,000円

の増となっております。燃料費高騰によるものでございます。修繕料80万6,000円につきま

しては、看護師詰所天井部の天窓及び自家発電機通電系統修繕の内容でございまして、昨

年度比70万6,000円の増となってございます。また、13節委託料でございますが、本年度予

算額260万7,000円、大幅な増減ではございませんけれども、保守業務委託料につきまして
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は各会計予算説明資料46ページに記載のとおりでございます。次のページをお開き願いま

す。警備保安業務委託料25万2,000円となってございます。これにつきましては、新規とし

て施設建物開口部からの外部侵入の防止対策として計上させていただいた内容でございま

す。14節使用料及び賃借料、本年度予算額88万2,000円、49万9,000円の増でございますけ

れども、この内容につきましては自動車借り上げ料が49万9,000円の増となっております。

この自動車借り上げにつきましては、現在リース契約によりまして自動車を借り上げ、診

療所の公用車として使用してございます。また、この借り上げた自動車を支援、ご協力を

いただいております本州、道内から各医師の先生の送迎にも使わさせていただいてござい

ます。今回の予算につきましては、年間帯広空港、釧路空港、帯広駅、池田駅の送迎が延

べにして約100回の見込みとなってございます。そのうち日曜、祝祭日に限っての予定が

52回ございます。この52回について、営業車にお願いした中で送迎、特に送りだけでござ

いますけれども、送りについてその対応を図りたいという内容で49万9,000円の増となって

ございます。 

 ２目医業費、本年度予算額１億8,733万1,000円、本目につきましては診療業務にかかわ

る人件費、医薬材料費等の費用予算でございます。主な減につきましては、９節旅費、11節

需用費、13節委託料、増につきましては７節賃金及び人件費でございます。７節賃金、本

年度予算額5,805万5,000円、351万3,000円の増でございますけれども、主な内容といたし

ましては医師賃金が5,097万5,000円で290万の増となってございます。９節旅費、本年度予

算額234万1,000円につきましては、主に費用弁償225万3,000円でございますけれども、前

年度比198万3,000円の減となってございます。この関係につきましては、支援、ご協力を

いただいております本州等からの医師の先生方の旅費にかかわる費用弁償の内容となって

ございます。11節需用費、本年度予算額2,080万円、これは主な減といたしましては医薬材

料費2,040万でございますけれども、前年度比120万円の減となってございます。13節委託

料、本年度予算額2,154万6,000円でございますけれども、保守業務委託料、管理業務委託

料につきましては各会計予算説明資料46ページに記載のとおりでございます。14節使用料

及び賃借料、本年度予算額1,071万6,000円、この関係につきましても各会計予算説明資料

46ページに記載のとおりでございます。 

 次のページをおめくりいただきたいと思います。２款１項公債費、１目元金、本年度予

算額7,383万3,000円、23節償還金、利子及び割引料、長期債に係る償還元金でございます。 

 ２目利子、本年度予算額327万円、23節償還金、利子及び割引料、長期債償還利子にかか

わる利子でございます。 

 11ページの債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額ま

たは支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書、地方債の前々年度末

における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書につ

きましては、記載のとおりでございますので、ご参照願いたいと思います。 

 以上で説明を終わらさせていただきますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。 
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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。 

 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 診療時間のことでお聞きをしたいと思いますが、診療時間とその対応につい

てですね。現在火曜日、通常の診療時間のほかに６時から７時まで診療をやっておられる

ということで、非常に状況を考慮して、配慮してやっていただいているということについ

ては、大変なことをやっていただいているなと思って感謝をしております。そういう中で、

この時間帯の診療状況がわかりましたら、どんな状況なのかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 診療所事務長。 

〇鈴木診療所事務長 ただいまご質問がありました件についてお答えさせていただきま

す。 

 ご指摘のとおり、毎週火曜日、夜間診療ということで、受け付け時間、午後５時45分か

ら６時半までということで、その診療業務を行ってございます。細かいデータは、恐れ入

りますが、持ってきてございませんので、数値的には申し上げることはできませんので、

ご了承いただきたいと思います。ただ、通常の方が仕事の業務が終わって、その後お越し

になるという状況の中では、通常の診療時間における内容とはやはり違いまして、それほ

ど多数の方が来ているという状況では確かにございません。ただ、外来診察業務はそうな

のですけれども、やはり慢性的な疾患の方がおられますので、リハビリ等、それから薬剤

の関係も含めまして、そういう形で受け付けをされて、そちらで治療を行っている方が相

当数いることは事実でございますので、診察そのものについては大きな人数とはなってい

ないというふうにとらえているところでございます。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 大変結構なことだと思います。きょうちょうど火曜日ですから、私もたまに

は、時計を見ながら、きょうは７時までやっているなと。私の認識では７時までだなと通

常思っているのですけれども、そんな利用もさせていただいたこともございます。 

 それで、これは条例見ますと、条例の９条に急患、その他やむを得ない事情があると認

めたときは、この限りでないと、日曜、祭日当番は別に、救急的な要素ですからいいとし

ても、この辺の解釈ですね、やむを得ない事情という解釈でこのままでいいだろうと解釈

するのか。それは、私の解釈です、今。どんなふうに受けとめられて、この対応をしてい

るのかなと。ちょっと条例の中で気になるものですから、確認をします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 診療所事務長。 

〇鈴木診療所事務長 火曜の夜間診療につきまして、申しわけございませんが、いつから

年度的に開始になったかというのはちょっと把握しておりませんので、申しわけございま

せんけれども、そんなに古くはないというふうに承知はしてございます。ただいまご指摘

いただきましたとおり、通常やむを得ないという範囲に入るか入らないかという部分はご



 － 57 － 

ざいますけれども、あくまで恒常的ではなく、救急な要素が高いというふうにとらえてい

る中で、さらには仕事でなかなか日中に都合つけて来られない方もおるというようなこと

で、そんなことでその運用の中で診療業務に当たっているということで理解をしていると

ころでございます。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 今答弁にあったように、いつごろからかということも私も把握し切れないわ

けですけれども、別によくないよというつもりはございません。結構なことだと。法の解

釈も上手に解釈して、運用すればいいと思っております。 

 ただ、素直にわかりやすい条例に改正しようというのなら、それも一つの方法だなと思

うものですから、ちょっと気になる部分を確認したまでです。それについてどうでしょう。 

〇田村議長 答弁願います。 

 診療所事務長。 

〇鈴木診療所事務長 ただいまご指摘いただきましたことも踏まえて、恒常的な要素も高

いという部分もあろうかと思いますので、内部的に精査をしながら検討してまいりたいと

いうふうに思ってございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私、２点ほど質問させていただきますが、先ほど賃金の部分で若干のアップ

があったということでご説明ありました。昨年、先生もお見えになった中でのちょっと説

明をいただいた経緯があったかと思います。その中で、当然この地域の医療というものは

守っていかなければいけないものですから、一般会計からの繰り出しがあっても、しっか

りとこの医療は守っていかなければならないということはわかります。しかし、財政的に

もかなりの負担をしているということも、これは間違いない話であります。その中で、先

生の、希望的な部分でですけれども、やはり医師の２人体制がいろんな部分で理想である

と。財政的な部分でも理想である。また、きめの細かい診療もということのお話があった

ように伺っております。その中で、今この地域の医師不足ということも重々承知はしてお

ります。ですから、逆に言いますと黙っていても、もう２人体制なんていう、普通にして

いたら２人体制なんていうことはもうあり得ないわけですから、しかしそういういろんな

部分について、やはりそういう２人体制に、先生のそういう意向も踏まえながら、その体

制にすべく努力はすべきだろうというふうに思います。そういった部分で、町のそういう

取り組みについてちょっとご説明いただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 近年の医師不足、看護師不足というのは大変深刻な様相でありますけれども、

浦幌町においても今１人体制というのは、現実的にはほかのお医者さんの手助けを頼みな

がらやっているということでありまして、医師の報酬については、今提案させていただい

ているような金額になっております。それで、何とか２人体制にしたいというのは、前の
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一般質問で答弁をしていたとおりでありまして、ただ、今名前ということは言えませんけ

れども、何とかもう一人の先生をお願いしようということで、精力的に今動いています。

ただ、この４月から云々ということはなかなか難しいということでありまして、何とか来

年期限を区切りながらお願いをしているということであります。ただ、確定的に来ますと

いう返事はまだいただいていません。何とか承諾を得るようにこれからも努力をしていき

たいというふうに思っています。ただ、だれでもいいというわけにはなかなかまいりませ

んので、ある程度ターゲット、ターゲットと言ったら言い方あれなのですけれども、お願

いする先生を絞りながら今お話をさせていただいているという内容であります。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 ただいまの町長のご答弁によりまして、ちょっと遠くのほうでも少し光が見

えているのかなというように思いますので、今ターゲットを絞ってというお話もございま

したので、その辺についてぜひご努力をいただきまして、そのような体制にしていただき

ますようにお願いをしたいと思います。 

 また、それともう一点、ちょっとこれ確認ですが、医療産業廃棄物の委託料ということ

で14万4,000円というような記述がございます。私の認識によりますと、医療廃棄物は大変

高いという認識をしているのですが、それにとっても14万4,000円、この予算で十分、浦幌

の今の診療所においてこれで十分間に合っているのかどうなのか、ちょっとこれの確認を

させていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 診療所事務長。 

〇鈴木診療所事務長 ただいまご指摘ございました医療廃棄物の関係でございますけれど

も、現在単価契約をもちまして、その医療廃棄物を処理していただいているという形でご

ざいます。廃棄物の量によりましてそれぞれ単価が決まってございますので、前年度の予

算も同じような形でございますけれども、およそ１カ月当たり１万2,000円ほどということ

での実績も踏まえた中で計上させていただいてございますので、ご理解賜りたいと思いま

す。 

〇田村議長 10番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 先ほど事務長の説明の中で診療所の管理費の中で、たまたま今までは先生方

を、例えば釧路あるいは帯広空港から送迎をやられていたと。それで、１点だけ、今度は

送り出す関係だけ営業車を使うというふうにお話があったと思っておりますけれども、こ

れは前から気になってはいたのですけれども、送り出すだけで、あと迎え入れるのはやは

り職員で対応するのか、その辺ちょっとお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 診療所事務長。 

〇鈴木診療所事務長 先ほどの説明でもさせていただきましたけれども、およそ年間、送

り迎え含めますと延べ100回という中で、そのうち、ただいまご指摘ございましたとおり送
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りのみ52回、これは日曜、いわゆる休日の部分でございますけれども、帰られる先生方が

それぞれ日曜日にお帰りになるというふうになってございますので、この件だけ営業車で

お願いしたいと。そのほかについては平日に、基本的に金曜日に入ってこられますので、

金曜日、平日でございますので、迎えについては私含めた職員で対応していきたいという

考えでございます。 

〇田村議長 10番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 今、年間100回に上る送迎を行っていた中に、事務長並びにもしくはほかの職

員で送迎をやられていたと。常々思っていたのは、何もなければいい。しかしながら、や

はり釧路から、あるいは帯広からにおいても、これは同じような、今年みたいな十勝ある

いは釧路について本当に道路が雪のために滑る関係等のない状況にあればよろしいですけ

れども、これが例年のように走る舗装道路もしばれて滑るような状況のときに、職員の送

迎によって、本当に事故でも起きたら大変なことになる。常々これは、やはりできるもの

であれば営業車を使うべきだと私自身も思ったわけでございますけれども、いろいろそれ

をやりくりしながら事務長あるいは職員の中で送迎の関係、送っていく中でも、やっと帰

りのその辺の対応だけは営業車の対応でやると。そういうふうにして、若干そういういい

方向に向かいつつある。確かに町立診療所の問題につきましては、浦幌町の町民は非常に

町に対する感謝といいますか、町立診療所の充実、さらにまた一般のにしや、多田医院が

あるような中身で、すごく恵まれた医療機関の中にあるなと。常々その辺も感じているわ

けでございますけれども、しかしながらこの中身の充実を図るには、やはり行きもそうい

う対応ができる状況になれば一番いいなと思うわけでございますけれども、その辺、例え

ば町長はどういうふうに思っていますか、答弁願いたいと思います。 

〇田村議長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時３１分  休憩 

午後 ３時３２分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 送迎の関係でございますけれども、このたび大体100回を数えるということで

ありました。ただ、この100回につきましても、お医者さんがかわる前の送迎については大

体150回ぐらいを数えていたという中身でありまして、このたび50回ほど減っています。そ

のうち半分、タクシーというか、そういうものを使うということで、残りを大体50回、平

日ですので、迎えといいますか、それだけを使うということであります。大体50回といい

ますと、月に４回、週に１回ということであります。職員の出張等を数えれば、それほど

多い数字ではないのかなというふうに思っています。基本的にはタクシーを使えばいいと
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いうことは、安全上といいますか、職員が運転したから安全ではないということではない

と思いますけれども、その程度は出張という観点からすれば許容範囲なのかなというふう

に実は思っています。財政上の問題だけではなく、100回ということになると、特に日曜日

挟むということだけは避けたいなということで、平日の迎えだけは職員で対応させていた

だきたいというふうに考えているところであります。 

〇田村議長 10番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 町長、よくわかります。何もなければいいと思います。万が一そういう中で、

あってはならないことでございます。絶対ないとは言えない状況にもあります。その辺、

十分また職員の皆様方にも慎重に対応されるようにお願いすることも含めて、これは先々

の中ではすべてを、もし先ほど町長が言われたように２名体制になるということであれば、

これはもうその必要ないかなと思っておりますけれども、まだ１名体制の上で、それでほ

かから先生方をお願いしていく状況の中には非常にその辺、本当にいい路面状況でないと

きもあるでしょう。悪天候のこともある。そういうときに、すべてを職員に任せるという

ことは、それはナンセンスきわまりないと思います。やはりそういう中でも運転する職員

については、本当に安全というものをしっかり頭に入れながら対応していただくことがベ

ターでございますけれども、その辺も含めて、やはり人を乗せてということも、職員同士

で行くのとわけ違います。それは、先生という、本当に大変貴重な方を乗せて送迎するわ

けでございますから、慎重に対応されるよう事務長にも��事務長だけではないと思いま

す。事務長休みのときには、やっぱり別の職員が対応することもあると思います。そうい

うときに、その辺をしっかりお互いに確認し合うような状況の中で徹底をしながらお願い

したいと思います。その辺、事務長、そういうことでよろしいですかね。町長からでもい

いのであればお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 髙橋議員、心配されていることももっともだというふうに思います。本当に

安全運転といいますか、交通事故に対する安全というのは、常日ごろ職員にも申している

とおりでありまして、これが病院の関係だけではなくて、業務の中で安全運転をするとい

うことは基本中の基本であります。そういう意味では、絶対事故を起こしてはならないと

いうことを基本的に職員に常に申し上げているところであります。 

 今医師を乗せて迎えに行くということについても、これまた当然安全確認をしないとな

らないと。万が一のことが絶対あってはならないというふうに考えています。今後50回程

度の送りということになりますけれども、職員の状況等を見ながら、またそれぞれ検討し

ていきたいなと、勘案していきたいなというふうに思っていますので、ご理解をいただき

たいというふうに思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇田村議長 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。 

 これより議案第37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、議案第37号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第９ 議案第３８号 

〇田村議長 日程第９、議案第38号 平成20年度浦幌町公共下水道特別会計予算を議題と

いたします。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇前田施設課長 議案第38号 平成20年度浦幌町公共下水道特別会計予算。 

 平成20年度浦幌町の公共下水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６億4,759万円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

  （債務負担行為） 

  第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

  （地方債） 

  第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 平成20年３月３日提出、浦幌町長。 

 ２ページをお開きください。第１表、歳入歳出予算は省略させていただきます。 

 ４ページをお開きください。第２表、債務負担行為、事項、水洗便所改造等の資金とし

て帯広信用金庫が融資する貸付事業に対する損失補償、期間、平成20年度、限度額150万円。

事項、水洗便所改造等の資金として浦幌町農業協同組合が融資する貸付事業に対する損失

補償、期間、平成20年度、限度額50万円。 

 第３表、地方債、起債の目的、下水道事業債３件、限度額４億970万円、起債の方法、証

書借り入れまたは証券発行、利率、年５％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資

金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）、償還の方法、政

府資金または金融機関等の融通条件による。ただし、町財政の都合により据置期間及び償
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還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利債に借りかえすることができる。 

 歳入歳出予算事項別明細書、１、総括は省略させていただきます。 

 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。 

 ７ページをお開きください。２、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、本年度予算額1,000円でございます。公共下水道事業受益者分担金でござ

いますけれども、吉野地区の供用開始が平成12年５月からで８年たった現在、水洗化が落

ちついてきたため、当初予算としては科目の設定となっております。 

 ２項負担金、１目公共下水道費負担金、本年度予算額160万4,000円、１節公共下水道受

益者負担金５万4,000円、２節滞納繰越分５万円でございます。３節工事負担金150万円で

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、本年度予算額7,124万

8,000円、１節現年度分7,119万8,000円、２節滞納繰越分５万円で、説明資料47ページに記

載のとおりでございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道事業費補助金、本年度予算額3,180万円、

公共下水道事業費の国庫補助金でございます。 

 ８ページをお開きください。４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、

本年度予算額5,000円、水洗便所等資金貸付金預託金利子でございます。これにつきまして

は、帯広信用金庫150万円、浦幌農協50万円の預託金利子の内容でございます。 

 ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額１億3,073万円、こ

れにつきましては一般会計からの繰入金でございます。 

 ６款１項１目繰越金、本年度予算額50万円、これにつきましては前年度繰越金でござい

ます。 

 ７款諸収入、１項延滞金及び過料、１目延滞金、本年度予算額1,000円。 

 ２目過料、本年度予算額1,000円。 

 ２項１目貸付金元利収入、本年度予算額200万円、この目につきましては水洗便所等貸付

金元金収入でございます。帯広信用金庫150万円、浦幌農協50万円の内容でございます。 

 ８款１項町債、１目公共下水道債、本年度予算額４億970万円、これにつきましては１節

公共下水道債2,980万円、資本費平準化債8,000万円、借換債２億9,990万円の内容でござい

ます。 

 10ページをお開きください。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度予算額263万6,000円、この目については公共下水道運営に要する経費の内容でござ

います。増の主なものについては、下水道審議会に係る経費でございます。減の主なもの

としては、11節需用費の印刷製本費でございます。 

 ２目普及推進費、本年度予算額202万1,000円、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。21節貸付金につきましては、水洗便所改造等資

金貸付金で帯広信用金庫150万、浦幌農協50万の内容となっております。 
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 ２項施設管理費、１目管渠管理費、本年度予算額313万9,000円、この目につきましては

布設汚水管渠の維持管理に係る経費の内容でございます。11節需用費、修繕料、13節委託

料につきましては、説明資料48ページに記載のとおりでございます。 

 ２目処理場管理費、本年度予算額2,692万3,000円、この目につきましては終末処理場の

維持管理に係る経費の内容でございます。増の主なものといたしましては、11節需用費の

修繕料、13節委託料でございます。減の主なものといたしましては、公営企業経営健全化

計画に伴う人件費の減、18節備品購入費でございます。13節委託料につきましては、説明

資料48ページに記載のとおりでございます。 

 12ページをお開きください。２款事業費、１項１目下水道建設費、本年度予算額6,921万

6,000円、この目につきましては公共下水道の建設に係る経費の内容でございます。増の主

なものといたしましては、13節委託料210万円でございます。減の主なものとしては、11節

需用費、15節工事請負費でございます。13節委託料、15節工事請負費につきましては、説

明資料48ページに記載のとおりでございます。 

 13ページをごらんください。３款１項公債費、１目元金、本年度予算額４億6,306万

7,000円、この目につきましては長期債償還元金の内容でございます。 

 ２目利子、本年度予算額8,053万8,000円、これにつきましては長期債償還利子の内容で

ございます。 

 ４款１項１目予備費、本年度予算額５万円、これにつきましては予備費の内容でござい

ます。 

 14ページをお開きください。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当

該年度末における現在高見込みに関する調書、区分、公共下水道事業債、前々年度末現在

高23億5,911万5,000円、前年度末現在高見込額23億2,602万1,000円、当該年度中起債見込

額４億970万円、当該年度中元金償還見込額４億6,306万7,000円、当該年度末現在高見込額

22億7,265万4,000円。 

 以上で説明を終わらさせていただきます。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 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。 

 これより議案第38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、議案第38号は原案のとおり可決されました。 
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    ◎日程第１０ 議案第３９号 

〇田村議長 日程第10、議案第39号 平成20年度浦幌町個別排水処理特別会計予算を議題

といたします。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇前田施設課長 議案第39号 平成20年度浦幌町個別排水処理特別会計予算。 

 平成20年度浦幌町の個別排水処理特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,145万2,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

  （債務負担行為） 

  第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

  （地方債） 

  第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 平成20年３月３日提出、浦幌町長。 

 ２ページをお開きください。第１表、歳入歳出予算は省略させていただきます。 

 ４ページをお開きください。第２表、債務負担行為、事項、水洗便所改造等の資金とし

て帯広信用金庫が融資する貸付事業に対する損失補償、期間、平成20年度、限度額50万円。

水洗便所改造等の資金として浦幌町農業協同組合が融資する貸付事業に対する損失補償、

期間、平成20年度、限度額200万円。 

 第３表、地方債、起債の目的、下水道事業債、個別排水処理施設整備事業債、限度額1,460万

円、起債の方法、証書借り入れまたは証券発行、利率、年５％以内（ただし、利率見直し

方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利

率）、償還の方法、政府資金または金融機関等の融通条件による。ただし、町財政の都合に

より据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利債に借りかえすること

ができる。 

 歳入歳出予算事項別明細書、１、総括は省略させていただきます。 

 この特別会計につきましては、浦幌町個別排水処理施設の設置及び維持管理をする特別

会計でございます。 

 ７ページをお開きください。２、歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目個別

排水処理分担金、本年度予算額72万円、この目につきましては個別排水処理受益者分担金

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目排水処理施設使用料、本年度予算額881万
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4,000円、１節現年度分881万3,000円、２節滞納繰越分1,000円の内容でございます。説明

資料49ページに記載のとおりでございます。 

 ３款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額8,000円、この目

につきましては貸付金利子収入の内容でございます。帯広信用金庫50万、浦幌農協200万円

の貸付金利子の内容でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額2,450万9,000円、

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。 

 ５款１項１目繰越金、本年度予算額20万円、前年度繰越金の内容でございます。 

 ８ページをお開きください。６款諸収入、１項１目貸付金元利収入、本年度予算額250万

円、水洗便所改造等貸付金元金収入の内容でございます。帯広信用金庫50万円、浦幌農協

200万円の内容でございます。 

 ２項１目雑入、本年度予算額10万1,000円、１節雑入、仮払消費税還付金10万円、雑入

1,000円の内容でございます。 

 ７款１項町債、１目個別排水処理施設整備事業債、本年度予算額1,460万円、この目につ

きましては個別排水処理施設整備事業債の内容でございます。 

 ９ページをお開きください。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度予算額38万5,000円、この目につきましては合併浄化槽の運営に係る経費の内容で

す。減の主な内容については、27節公課費の消費税40万円でございます。 

 ２目普及推進費、本年度予算額303万1,000円、この目につきましては合併浄化槽の普及

推進に係る経費の内容でございます。19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明

資料50ページに記載のとおりでございます。21節貸付金につきましては、水洗便所改造等

資金貸付金で、帯広信用金庫50万円、浦幌農協200万円の内容でございます。 

 ２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費、本年度予算額1,731万7,000円、この目

につきましては施設の維持管理及び人件費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50ページに記載のとおりでございます。 

 10ページをお開きください。２款事業費、１項１目個別排水処理施設建設費、本年度予

算額1,600万円、この目につきましては合併浄化槽10基を新設す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50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、本年度予算額1,036万8,000円、この目につきましては長期

債償還元金の内容でございます。 

 ２目利子、本年度予算額430万1,000円、この目につきましては長期債償還利子の内容で

ございます。 

 ４款１項１目予備費、本年度予算５万円、予備費の内容でございます。 

 12ページをお開きください。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当

該年度末における現在高見込みに関する調書、区分、個別排水処理施設整備事業債、前々

年度末現在高２億3,884万9,000円、前年度末現在高見込額２億4,436万8,000円、当該年度
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中起債見込額1,460万円、当該年度中元金償還見込額1,036万8,000円、当該年度末現在高見

込額２億4,860万円。 

 以上で説明を終わらさせていただきます。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。 

 これより議案第39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、議案第39号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１１ 議案第４０号 

〇田村議長 日程第11、議案第40号 平成20年度浦幌町簡易水道特別会計予算を議題とい

たします。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇前田施設課長 議案第40号 平成20年度浦幌町簡易水道特別会計予算。 

 平成20年度浦幌町の簡易水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億5,643万6,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成20年３月３日提出、浦幌町長。 

 ２ページをお開きください。第１表、歳入歳出予算は省略させていただきます。 

 ４ページをお開きください。歳入歳出予算事項別明細書、１、総括は省略させていただ

きます。 

 この特別会計につきましては、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

理する特別会計でございます。 

 ６ページをごらんください。２、歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目簡易

水道費負担金、本年度予算額2,350万円、これにつきましては水道管移設工事負担金の内容

でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料、本年度予算額１億6,810万2,000円、
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１節現年度分１億6,790万2,000円、２節滞納繰越分20万円の内容でございます。説明資料

51ページのとおりの内容となっております。 

 ２項手数料、１目簡易水道手数料、本年度予算額７万円、給水工事設計審査手数料の内

容でございます。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額１億5,006万3,000円、

この目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１項１目繰越金、本年度予算額50万円、前年度繰越金の内容でございます。 

 ５款諸収入、１項雑入、１目釧路産炭地域基盤整備事業補助金、本年度予算額1,420万円、

この目につきましては釧路産炭地域基盤整備事業補助金の内容でございます。 

 ２目雑入、本年度予算額1,000円、雑入の内容でございます。 

 簡易水道事業費補助金、簡易水道事業債は、廃目整理とさせていただきます。 

 ８ページをお開きください。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度予算額3,490万2,000円、この目につきましては簡易水道事業の運営に係る経費の内

容です。増の主なものとしては、人件費、水道事業審議会に係る経費でございます。減の

主なものとしては、27節公課費の消費税でございます。 

 ２目施設管理費、本年度予算額4,882万5,000円、この目につきましては簡易水道６施設

の維持管理に係る経費の内容でございます。増の主なものとしては、11節需用費の燃料費、

13節委託料でございます。減の主なものとしては、12節役務費の手数料。13節委託料につ

きましては、説明資料52ページに記載のとおりでございます。 

 10ページをお開きください。２款１項事業費、１目給水事業費、本年度予算額5,819万

4,000円、この目につきましては給水に係る維持管理の経費の内容であります。増の主なも

のとしては、13節委託料でございます。減の主なものとしては、15節工事請負費でござい

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52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、本年度予算額１億6,211万7,000円、この目につきましては

長期債償還元金の内容でございます。 

 ２目利子、本年度予算額5,234万7,000円、この目につきましては長期債償還利子の内容

でございます。 

 ４款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目過誤納還付金、本年度予算1,000円でござい

ます。還付金の内容でございます。 

 ５款１項１目予備費、本年度予算５万円、予備費の内容でございます。 

 12ページをお開きください。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当

該年度末における現在高見込みに関する調書、区分、簡易水道事業債、前々年度末現在高

24億433万5,000円、前年度末現在高見込額22億6,638万6,000円、当該年度中元金償還見込

額１億6,211万7,000円、当該年度末現在高見込額21億426万9,000円。 

 以上で説明を終わらさせていただきます。よろしくご審議お願いいたします。 
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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 ちょっと確認をさせてください。昨年の、例えば給水件数の見積もりといい

ますか、使用料の見積もりからすると、工業用というところが約1,000万近くマイナスにな

っている気がするのですが、これの理由をお聞かせ願いたいのですが。見込みのところ。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇前田施設課長 これにつきましては、工業用が大幅に、超過水量ということで減ってい

るわけですけれども、名前を出してもあれなのですけれども、上浦幌のフリーズドライに

使っている使用料が、自家製の井戸を使って、この簡易水道を使わないということから減

ということになっております。 

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 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。 

 これより議案第40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、議案第40号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎休会の議決 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 お諮りをいたします。明日12日は議事の都合により休会し、３月13日午前10時から本会

議を開きたいと思います。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、明日12日は休会し、３月13日午前10時に本会議を開くことに決定をいたしまし

た。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 ４時０５分 

 


