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平成２１年第１回浦幌町議会定例会（第４号） 

 

平成２１年３月１８日（水曜日） 

開議 午前１０時００分 

閉会 午後 ３時０５分 

 

〇議事日程 

 日程第 １ 議会運営委員長報告 

 日程第 ２ 諸般の報告（議長） 

 日程第 ３ 行政報告（町長） 

 日程第 ４ 議案第３０号 平成２１年度浦幌町町有林野特別会計予算 

 日程第 ５ 議案第３１号 平成２１年度浦幌町模範牧場特別会計予算 

 日程第 ６ 議案第３２号 平成２１年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第 ７ 議案第３３号 平成２１年度浦幌町老人保健特別会計予算 

 日程第 ８ 議案第３４号 平成２１年度浦幌町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第 ９ 議案第３５号 平成２１年度浦幌町介護保険特別会計予算 

 日程第１０ 議案第３６号 平成２１年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算 

 日程第１１ 議案第３７号 平成２１年度浦幌町公共下水道特別会計予算 

 日程第１２ 議案第３８号 平成２１年度浦幌町個別排水処理特別会計予算 

 日程第１３ 議案第３９号 平成２１年度浦幌町簡易水道特別会計予算 

 日程第１４ 同意第 １号 浦幌町教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ 

いて 

 日程第１５ 発委第 １号 市町村立病院の経営安定化と療養病床の維持存続を求める 

意見書の提出について 

 日程第１６ 発議第 １号 浦幌中学校校舎及び屋内体育館改築等に関する調査特別委 

員会設置に関する決議 

 日程第１７ 発議第 ２号 議員の派遣について 

 日程第１８ 発議第 ３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 

    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 
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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 

佐  藤  芳  雄 
          政 策 課 長  

          町 民 課 長      鈴  木  宏  昌 

     保健福祉課長   上  村  健  二 

          産 業 課 長      前  田  治  紀 

     施 設 課 長   賀  下  利  幸 

     上浦幌支所長   高  嶋  英  俊 

     会計管理者   経  堂  岩  夫 

          診療所事務長      小 路 谷  守  昌 
 
          総 務 課 

獅 子 原  将  文 
          財 政 係 長           

 

    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   亀  山     昇 

 

    農業委員会 

          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。 

 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。 

 第１回定例会18日本日の運営について、委員全員出席のもと、17日本会議終了後議会運

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いたします。 

 委員会には正副議長の出席をいただき、日程及び運営について協議をいたしました。本

日の日程は、諸般の報告、行政報告に続き、議案第30号から議案第39号までの平成21年度

各特別会計10件の審議、同意案件１件、発委、特別委員会設置に関する発議等であります。 

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

すようお願い申し上げまして、議会運営委員長報告といたします。 

〇田村議長 以上で議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 諸般の報告 

〇田村議長 日程第２、諸般の報告を行います。 

３月11日から３月17日までの議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。 

 平成21年３月11日から３月17日まで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。 

 ２のその他については特にございません。 

以上で行政報告とさせていただきます。 

〇田村議長 以上で行政報告を終わります。 
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    ◎日程第４ 議案第３０号 

〇田村議長 日程第４、議案第30号 平成21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。 

〇前田産業課長 議案第30号 平成21年度浦幌町町有林野特別会計予算。 

 平成21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9,872万2,000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21年３月11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。 

 この町有林野特別会計につきましては、3,876ヘクタールの管理及び造成をするための特

別会計でございます。 

 ６ページをお開きください。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2,721万円、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

31ページに記載のとおりでございます。 

 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、本年度予算額41万1,000円、土地

貸付収入でございます。 

 ２目利子及び配当金、本年度予算額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、本年度予算額3,250万、１節立木売払収入、こ

れにつきましては説明資料31ページに記載のとおりでございます。前年に比べましてふえ

ておりますが、樹種がすべてカラマツであるということでございます。 

 ２目素材売払収入、本年度予算額899万、１節間伐材売払収入、これにつきましても前年

よりふえておりますが、間伐実施面積の増によるものでございます。 

 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370万、一般会計繰

入金でございます。 

 ２項１目基金繰入金、本年度予算額1,779万円、基金繰入金でございます。 

 ４款１項１目繰越金、本年度予算額500万、前年度繰越金でございます。 

 ５款諸収入、１項１目雑入、本年度予算額300万1,000円、これにつきましては美しい森

づくり基盤整備交付金でございます。 

 ８ページをお開きください。３、歳出、１款１項１目財産管理費、本年度予算額1,655万

9,000円、この目につきましては町有林の維持管理に係る経費でございます。増の主なもの
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につきましては、委託料の199万5,000円の増であります。これにつきましては、美しい森

づくり基盤整備交付金事業に係る調査測量費でございます。12節役務費につきましては、

侵食森林国営保険で10年間保証の保険料でございます。13節委託料につきましては、町有

林28団地の管理業務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、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、各種保育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、本年度予算額6,832万円、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。増の主なものにつきましては工事請負費でございます。

減の主なものにつきましては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32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1,098万6,000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。 

 ２目利子、本年度予算額280万7,000円、23節償還金、利子及び割引料、長期債償還利子

でございます。 

 ４款１目予備費、本年度予算額５万円でございます。 

 10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でございます。区分、公有林整備事業債、前々

年度末現在高１億2,423万1,000円、前年度末現在高見込額１億1,153万9,000円、当該年度

中元金償還見込額1,098万6,000円、当該年度末現在高見込額１億55万3,000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30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30号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第５ 議案第３１号 
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〇田村議長 日程第５、議案第31号 平成21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。 

〇前田産業課長 議案第31号 平成21年度浦幌町模範牧場特別会計予算。 

 平成21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１億1,206万8,000円と定める。 

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

る。 

 平成21年３月11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、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、模範牧場における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。 

 ６ページをお開きください。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１億163万6,000円、夏期入牧料につきましては１日当たり750頭を予

定しております。延べ12万3,750頭、昨年は650頭を予定しておりましたので、100頭の増で

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

で延べ10万6,000頭でございます。それから、哺育預託につきましては１日当たり150頭を

予定しておりまして、延べ５万4,750頭、昨年は130頭を予定しておりましたので、20頭の

増でございます。 

２項手数料、１目捕縛手数料、本年度予算額230万円、人工授精捕縛料が700頭、１頭当

たり2,000円で前年と同様でございます。入退牧捕縛料900頭、１頭当たり1,000円で前年と

同様でございます。 

 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額12万円、模範牧

場基金利子でございます。 

 ３款繰入金、１項１目基金繰越金、本年度予算額699万9,000円、模範牧場の事業基金か

らの繰入金でございます。 

 ４款１項１目繰越金、本年度予算額10万円、前年度繰越金でございます。 

５款諸収入、１項１目雑入、本年度予算額91万3,000円、これにつきましては入牧牛の駆

虫剤、薬剤でございます。 

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1,498万7,000円、この目につきましては模範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。１の報酬につきましては、説明資料34ページに記載
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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、事務機械借り上げ料でご

ざいます。 

 ２款施設費、１項１目施設管理費、本年度予算額9,703万1,000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。増の主な

ものにつきましては人件費と備品購入費でございます。人件費の増につきましては職員の

増によるものでございます。18節備品購入費の増につきましては、説明資料34ページに記

載のとおりでありますが、トラクターの老朽による更新と牧草収集機の購入によるもので

す。減の主なものにつきましては、需用費と使用料及び賃借料でございます。11節需用費

の減につきましては、肥料費、飼料費、燃料費の減によるものでございます。また、14節

使用料及び賃借料の減につきましては、機械借り上げ料と土地使用料の減でございます。 

３款１項１目予備費、本年度予算額５万円、予備費でございます。 

 以上で説明を終わ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。 

 ４番、森議員。 

〇森議員 夏期のほうの預託の数でございますけれども、これ昨年から見ましたら今の説

明では100頭ふやすということをお聞きしました。昨年は、和牛を入れたというような話も

聞いてございます。何頭入れられたのか、また和牛と今までの乳用牛の扱いというのです

か、その辺は何か変わったことはなかったのか、その辺を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。 

〇前田産業課長 昨年の料金改定によりまして、和牛を入れるということで去年から始め

ております。去年の夏期の和牛の入牧頭数につきましては、165日間をやっておりまして延

べ３万567頭の和牛を入れております。１日平均にして185頭ということでございます。乳

用牛の受け入れにつきましては、去年若干ふえてきております。本年度の予算につきまし

ては、そういう兆しが見えるということで、この予算につきましては和牛を入れる使用料

をまるで見ていないということで、全部乳用牛という形の予算計上をしております。今年

の和牛も要請等があるのではないかと思いますけれども、これにつきましては町で乳用牛

を入れて余裕があれば和牛を入れるという形で、基本的には町内牛の乳用牛を入れるとい

う形をとっておりますけれども、和牛の要請があれば農協等とも相談をしながら和牛の対

応をしていきたいというふうに考えております。 

〇田村議長 ４番、森議員。 

〇森議員 扱いの頭数がこれ100頭ふえる計画になってございます。草地の面、また施設の

面からいきましてもこれだけ頭数がふえても管理状況というのは十分に賄える計画を持た

れているのかお聞きをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 
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〇前田産業課長 草地の供給につきましては、土地を借り上げながら現在もやっておりま

して、この受け入れ可能頭数、模範牧場の受け入れ可能頭数から見て十分可能な対応をし

ているということで現在、過去も進めておりますので、そういう対応でいけるということ

で思っております。 

〇田村議長 ４番、森議員。 

〇森議員 わかりました。これ頭数をふやすということは、大変結構なことなのかなとい

うふうに思ってございます。預けるというのですか。預ける側にしてみましたら、１頭１

頭本当に大事に扱っていただけるというような思いを持っていると思いますので、管理状

況を十分していただくように、また生産者が牛が帰ってきたときに標準よりも少し足りな

いのではないかということのないように十分な管理体制をしていただきたいなというふう

に思っております。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 受け入れ預託牛につきましては、管理につきましては十分配慮をいたし

まして病気等が発生しないように、またやせるようなことのないよう十分やっております

し、そういうことも今後も十分気をつけてやっていきたいというふうに考えておりますの

で、ご理解を願いたいというふうに思います。 

〇田村議長 10番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 私も年に一、二回、模範牧場のほうに行かせてもらっております。そういう

関係上、非常に皆さんご存じのようにすばらしい位置にこの模範牧場があるわけでござい

ます。そして、行きましたら、やっぱりすばらしいのは場長の配下のもとに本当に職員が

一生懸命頑張っている姿をいつも感じております。そんな関係上、今現在場長につきまし

てはあと数年かなという状況の中で見ているわけでございますけれども、あと何年定年ま

であるような形か、ちょっと今教えていただければと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 現在の牧場長の定年までの年数は、あと２年ということでございます。 

〇田村議長 10番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 私いつも思うのは、この三宅さん、あえて名前を言えば三宅さんは本当にす

ばらしい場長です。きっと把握されている状況をいつも目の当たりに見ているわけでござ

いますけれども、もしこの方が退いた後にそういった後継者といいますか、ちゃんと対応

されているのかなということをいつも感じているわけでございます。その後には、もし定

年を迎えた後に本人の意向等を考えれば嘱託というような方法もございましょうし、その

辺いつも私自身すばらしい場長を何とか、離れた後の対応はどうするのかなと。そういう

ときには、そういう方法もあるし、あるいはまたそういう方をしっかり対応されていくの

かなという考えをいつも頭に浮かべているわけでございますけれども、その辺についてど
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ういう考えかもお知らせを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 今の牧場長の関係につきましては、あと定年まで２年ということでござい

まして、今後における牧場の管理体制について、牧場長の関係も含めていろいろと考えて

いきたいなというふうに思っていますので、そういうことでご理解いただきたいと思いま

す。 

〇田村議長 10番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 今副町長のほうから、後のことについては十分今の状況を把握しながら、何

といってもこの模範牧場につきましては本当に非常に有効的なといいますか、すばらしい

浦幌町のセクターの中にあるわけでございます。そういった関係をやはりしっかり維持を

していくということは、先々を見越した中で考えていくような方法をしなければ、その場

に来て対応するということは本当に大変かと思います。そんな意味から、しっかりした先

の見込みをするよう対応願いたくお願いをするという形よりもお願いをしなければならな

い。そういうふうに先行的な形で対応していただけるようにお願いをしたいと思います。 

以上です。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 髙橋議員ご指摘のとおり、ただいまの模範牧場、本当に管内の牧場経営を見

ましても浦幌町は自慢できる牧場経営をされているのかなというふうに思っています。そ

ういう意味では、それぞれの管理職、そして従業員の皆さんに大きな敬意を払いたいなと

いうふうに思っているところであります。牧場長の２年後の定年、それについてどうかと

いうことを今言及するわけにはいきませんけれども、いずれにしましても町民の皆さんか

ら貴重な財産を預かっているわけでありますから、預かっている町民の皆さんに不安を与

えない経営を今後も続けていくということで人事についても考えていきたいと。また、体

制についていろいろ考えていきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただき

たいと思います。 

〇田村議長 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） 
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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。 

 

    ◎日程第６ 議案第３２号 

〇田村議長 日程第６、議案第32号 平成21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。 

〇鈴木町民課長 議案第32号 平成21年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算。 

 平成21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９億2,429万2,000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21年３月11日提出、浦幌町長。 

 この特別会計予算につきましては、加入世帯1,075世帯、被保険者数2,400人にかかわり

ます国民健康保険の運営及び医療費収支会計を処理する特別会計でございます。本特別会

計予算説明資料につきましては、35から38ページまでに記載をしてございますので、あわ

せてご参照願います。 

 次のページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算については省略をさせていただき

ます。 

 ５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をさ

せていただきます。 

 ７ページに移らせていただきます。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２億1,280万円、２目退職被保険者等国民健康保険税

570万3,000円、これらの目につきましては一般被保険者及び退職被保険者に係る医療給付

費分、後期高齢者支援分、介護納付金の現年課税分及び滞納繰越分の国民健康保険税でご

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１億6,861万2,000円、この目につきましては療養給

付費及び介護納付金負担金でございますけれども、一般会計からの基盤安定化繰入金２分

の１分を除いた医療費等に対して国が100分34交付される内容のものでございます。 

２目高額医療費共同事業負担金、本年度832万円、この目につきましては北海道国保連と

の共同事業拠出金に対して国が４分の１交付されるものでございます。あわせまして、こ

の目にかかわりましては歳出の７款１項１目高額医療共同事業拠出金とのかかわりがござ

います。 
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 ３目特定健康診査等負担金、本年度予算額150万4,000円、この目につきましては町が実

施する特定健康診査等に要する経費でございます。451万2,000円に対しまして国が３分の

１、道が３分の１の交付で町の負担が３分の１となってございます。この目につきまして

も歳出におきましては、８款１項１目特定健康診査等事業に係る経費でございます。 

 ２款国庫支出金、２項国庫補助金、１目財政調整交付金4,270万5,000円、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国が交付するものでございま

す。この関係につきましては、財政調整交付金そのものと国保ヘルスアップ分の構成とな

ってございます。 

 ３款１項１目療養給付費等交付金、本年度予算額2,299万円、この目につきましては療養

給付費等に対し、社会保険診療報酬支払基金から交付されるものでございます。 

次のページに移らせていただきます。４款１項１目前期高齢者交付金、本年度予算額１

億6,576万7,000円、この目につきましては前期高齢者、65歳から75歳未満の方ですけれど

も、前期高齢者の加入者の割合に係る保険者間の負担の不均衡調整のため、社会保険診療

報酬支払基金から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832万円、

この目につきましては国庫負担金と同様に共同事業拠出金の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150万4,000円、この目につきましては国庫負

担金と同様に特定健康診査等事業に要する経費の３分の１について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、本年度予算額2,975万5,000円、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、道から交付されるものでございま

す。 

 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

の目につきましては高額医療費に係る保険者間の財政運営の不安定化を緩和するため国保

連から交付されるもので、その財源は各保険者からの拠出金をもってなされているもので

ございます。このかかわりにつきましては、歳出におきまして７款１項１目高額医療費共

同事業拠出金の関係でございます。 

 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、この目につきましては

市町村国保保険者間の保険料平準化と保険財政安定化を図るため国保連から交付されるも

のでございます。レセプト１件当たり30万円を超える給付費が対象となってございます。

その給付から総額100分の59相当額の高額医療共同事業交付金を控除した額が交付される

ものとなってございます。 

 ７款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額１億1,408万3,000円、

この目につきましては一般会計からの繰入金でございますが、１節保険基盤安定軽減分繰

入金2,829万2,000円となってございます。この節につきましては、国民健康保険税の軽減
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分、算定いたしました2,829万2,000円の軽減分でございますけれども、この軽減分の補て

ん分で道負担金がそのうち2,281万6,000円と町一般財源547万6,000円が充当される保険基

盤安定軽減分繰入金となっているものでございます。次の10ページをお開き願います。２

節保険基盤安定支援分繰入金、この２節につきましては低所得を多く抱える保険者間の財

政安定化を図る支援分として639万1,000円、これは国庫負担金がそのうち２分の１交付さ

れるものでございます。３節のその他一般会計繰入金、この３節につきましては7,940万円、

その内訳といたしましては職員の人件費、出産育児一時金の494万円に係る３分の２相当

額、普通交付税措置として1,000万円、赤字補てん分として4,272万5,000円の内容となって

ございます。 

８款１項１目繰越金、本年度予算額500万円、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。 

 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、これらの目につきましては国保税

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、これらの目につきましては返還金に対する加算金でございます。 

 ５目過料、本年度予算額1,000円、過料を科した場合の科目としてなってございます。 

 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1,000円、この目につきま

しては社会保険等の被扶養者分の特定保健指導を浦幌町保健センターに委託された場合に

係る受託事業収入として見込んでいるものでございますけれども、昨年の中では診療機関

からの委託にかかわる登録契約がなかったため、本年度1,000円ということで見込んでござ

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、これらの目につきましては交通事故等の第三者行為

による納付金でございます。 

 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、これらの目につきましては被保険者の資格喪失後等の理由により医療費給付

が受けられない場合に係る返納金でございます。 

 ５目雑入、本年度予算額1,297万2,000円、この目につきましては平成19年度老人保健拠

出金精算に伴う社会保険診療報酬支払基金から納付される拠出金でございます。精算につ

きましては２年後という形になってございますので、1,297万2,000円が返納ということで

組んでございます。 

 次の12ページをお開き願います。歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度2,871万9,000円、この目につきましては特別会計に係る３名の人件費及び事務費の

経費でございます。主な増減といたしましては、人件費で313万6,000円の増となってござ

います。 
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 ２目連合会負担金、本年度予算額22万8,000円、この目につきまして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。 

 ２項徴税費、１目賦課徴収費、本年度予算額166万6,000円、この目につきましては国保

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項１目運営協議会費、本年度予算額18万4,000円、この目につきましては町国民健康保

険運営協議会に係る経費でございます。 

 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４億8,000万

円、２目退職被保険者等療養給付費、本年度予算額2,400万円、これらの目につきましては

保険者が負担する医療費の７割分について北海道国保連合会に支払う費用でございます。

そのうち各医療機関への支払いについては、北海道国保連が行うものでございます。 

次の14ページをお開き願います。３目一般被保険者療養費、本年度予算額300万円、４目

退職被保険者等療養費、本年度予算額36万円、これらの目につきましては整骨院、はり、

きゅうにかかったとき、もしくは保険証を持たずに診療機関で治療を受け10割を被保険者

が支払ったときに保険者負担の７割を被保険者に支払う費用でございます。 

 ５目審査支払手数料、本年度予算額156万4,000円、北海道国保連が行う審査の手数料で

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

険者等高額療養費、本年度予算額360万円、これらの目につきましては１カ月に支払う医療

費の負担限度額を超えた額を支払う費用となってございます。 

 ３目一般被保険者高額介護合算療養費、本年度予算額100万円、４目退職被保険者等高額

介護合算療養費、本年度予算額10万円、これらの目につきましては医療費が高額となった

世帯に介護保険の受給者がいて、国保医療保険と介護保険それぞれの限度額を適用後、年

間の自己負担額を合算して限度額を超えた場合、その超えた分を支払う費用となってござ

います。本年４月からのものでございますけれども、健康保険法施行令の一部を改正する

政令に基づくものでございます。 

 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、これらの目につきましては医師の指示で被保険者が別の医療機

関に移送されたとき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494万円、被保険者の方が出産し

た場合、昨年まで35万円だったものが条例の改正の議決をいただいた中での施行というこ

とで、一時金38万円を支払う費用となってございます。 

５項葬祭諸費、１目葬祭給付費、本年度予算額45万円、被保険者の方が亡くなられた場

合、１万円支払う費用となってございます。 

 次の16ページをお開き願います。３款１項後期高齢者支援金、１目後期高齢者支援金、

本年度予算額１億735万円、２目後期高齢者関係事務費拠出金、本年度予算額１万5,000円、
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これらの目につきましては後期高齢者医療制度に対する支援で、社会保険診療報酬支払基

金が算出した額を同支払基金に支払い、同支払基金が広域連合に支払う経費となってござ

います。あわせて事務経費も含まれてございます。 

 ４款１項１目前期高齢者納付金、本年度予算額33万円、２目前期高齢者関係事務費拠出

金１万4,000円、これらの目につきましては65歳から75歳未満にかかわるもので、社会保険

診療報酬支払基金が交付する前期高齢者交付金にかかわり負担するものでございます。 

 ５款１項老人保健拠出金、１目老人保健事務費拠出金、本年度予算額１万円、老人保健

医療費拠出金につきましては廃目整理をさせていただいてございます。これらの目につき

ましては、老人保健事業に拠出する費用でありますが、平成19年度で老人保健医療事業が

終了したため拠出金の特に廃目整理となってございます。 

 ６款１項１目介護納付金、本年度予算額4,655万8,000円、この目につきましては介護保

険事業における第２号被保険者分として社会保険診療報酬支払基金に納付する費用でござ

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3,328万円、こ

の目につきましては過去３年間の推移を見て全道対比で保険者が拠出する費用となってご

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、この目につきましては退職者医療

事務の共同処理に係る費用でございます。 

 ３目保険財政共同安定化事業拠出金、本年度予算額１億2,055万6,000円。 

 ８款保健事業費、１項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費、本年度予算

額600万6,000円、この目につきましては外来、入院医療にかかわります医療給付費対応と

して糖尿病、高血圧、高脂血症への予防に特定健康診査、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により、平成20年度から始まった事業であ

ります。その費用となってございます。13節委託料、基本健診、詳細検診、それら700名に

つきましては２次検診の内容となってございます。 

 次の18ページをおめくりいただきたいと思います。２項保健事業費、１目保健衛生普及

費、本年度予算額473万1,000円、この目につきましては被保険者の総合健診事業に要する

費用でございます。特定健診、40歳からの受診への誘導と30歳から65歳までの節目の年齢

を迎えた方を対象にした低額負担での人間ドックの受診の実施継続という内容になってご

ざいます。主な増減内容といたしましては、受診勧奨者への訪問指導等を行うための臨時

保健師への賃金におきまして192万4,000円の増となってございます。 

 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、過年度にさかのぼ

って資格を喪失した場合に過納となった保険税を還付する費用でございます。 

 ３目償還金、本年度予算額50万円、過年度の療養給付費等交付金の精算に要する費用で

ございます。 
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 10款１項１目予備費、本年度予算額50万円、予備の支出に備えるための費用となってご

ざいます。 

以上でございます。以上で説明を終わらせていただきますので、審議のほどよろしくお

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。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 町民全体の健康を守るための国保の９億2,400万円ですか、それの予算が提示

されました。非常に多岐にこんなに人間が生きている上で細かく細かく分けながら健康を

維持していくという、こういう制度に非常に敬意を表するというか、脱帽をしております。

昨年から始まりました特定健康診査等のことが出ております。これ一生懸命町でも広報等

で宣伝をしておりました。目標数値のパーセンテージも示されていたと思いますが、この

件についてどのような効果が健診人数を含めてあったかお聞きしたいと思います。 

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 ちょっと人数までは正確に、まだ20年度進行中でございますので、

出ませんので、ご了解賜りたいと思います。 

ただ、特定健診、20年度から５年間でやっていく計画を立てております。その中の目標

につきましては65％を達成しなければならないと、最低でも35％を達成しなければペナル

ティーが来るという中身で広報等にもお知らせしているところでございます。そういった

中身で19年度の実績が21.7％でございました。それを受けて20年度、30％を計画の目標に

立てております。現在進行中でございますが、30％は超えたというふうに保健婦のほうか

ら聞いております。最終的には三十一、二％までいくのではないかという報告を受けてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 徐々に健診率が上昇しているということで非常に結構な結果だと思います。

ただ、高額医療費等もそうなのですが、非常に高い金額の医療費が年々ふえていっている

ような気がいたします。それで、どうしてもこの特定健康診査なんかも予防医学を主にし

て国で考えていっていることだと思いますので、浦幌町として今後その予防医学に対する

指針というか、これからどのように町民に健康に気をつけて生きていっていただくかとい

うこと、これからの目標みたいのがありましたら聞きたいと思います。 

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 目標、医学的なことはないのですが、現在40歳から64歳の方につき

ましては特定健康診査計画に基づいてそれぞれ進めているということでご理解願いたいと

思いますが、また保健衛生普及費の中で18年度から実施しております国保ヘルスアップ事
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業、これは40歳未満の中で要するに40歳、特定健診になる前に診査の中で40歳以降、生活

習慣病等の項目に該当するおそれがある者の事業を推進してこれらの予防に当たっている

ということでご理解を賜りたいと思います。 

〇田村議長 町民課長。 

〇鈴木町民課長 関連いたしまして、北海道国保連が全道の調査をまとめたデータが届い

ている件がございます。ただし、北海道全体ですので、平成18年度というデータでござい

ます。この関係でいいますと、道内173団体がございます。173市町村と思っていただいて

結構ですけれども、１人当たり診療費につきましては全道平均で39万5,000円ほどになって

ございます。浦幌町につきましては33万4,000円ということで、ある面では予防事業と健康

診査等の事業が成果が出てきているのかなと。まだ19、20年というのがございますので、

それらがまたデータが届きましたら、いずれの機会かでご報告させていただきたいと思い

ます。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 課長のそういう地道な努力がだんだん数字にあらわれてきていると思いま

す。町民の皆さんも自分の健康については非常に関心が高くて、いろいろと工夫をされな

がら生きていると思いますが、やはりＰＲを兼ねたこれからのいろいろな予防に関するこ

とをより一層強化して、なるべく医療のほうにお金を注がない健康なまちづくりをしてい

ただきたいということで、広報等もそうなのですが、それ以外に周知徹底をしていくよう

な方法をとれるかどうか聞きたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

町民課長。 

〇鈴木町民課長 先ほど国保連のデータもご報告させていただきましたけれども、そうい

った他町村との比較の中で浦幌町がますます予防が進んでいくという実態が把握できた時

点といいますか、その時点、時点ごとの中でお示しをした中でそれぞれが健康に留意して

いるという部分を相互におわかりいただけるような周知を図っていきたいというふうに思

ってございます。 

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 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。 
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 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７ 議案第３３号 

〇田村議長 日程第７、議案第33号 平成21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。 

〇鈴木町民課長 議案第33号 平成21年度浦幌町老人保健特別会計予算。 

 平成21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61万1,000円と定める。 

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

る。 

 平成21年３月11日提出、浦幌町長。 

 この特別会計予算につきましては、老人保健医療制度に係る医療収支の会計を処理する

特別会計でございます。平成20年３月診療分までの医療費に係るもので、平成20年度予算

措置で医療給付費請求書についてほぼ終了いたしましたので、平成20年度当初予算との比

較では大幅な減額となるものでございます。なお、老人保健法により事業終了年度であり

ます平成19年度から３年後の平成22年度までは本特別会計を設置するものとなってござい

ます。この予算説明資料につきましては、39、40ページとなってございますので、ご参照

願います。 

次のページをおめくりいただきたいと思います。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、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ページをごらんおき願います。２、歳入、１款１項支払基金交付金、１目医療費交付

金、本年度予算額35万円、この目につきましては窓口負担３割の方にかかわる医療費と窓

口負担１割の方にかかわる医療費の12分の６に対する社会保険診療報酬支払基金から交付

される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5,000円、この目につきましては過年度分の審

査支払手数料でございます。 

 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16万7,000円、

この目につきましては窓口負担１割の方に係る医療費に対する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４万2,000円、この

目につきましては窓口負担１割の方に係る医療費に対する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４万3,000円、窓口

負担１割の方に係る医療費に対する一般会計からの繰入金でございます。 



 － 18 － 

 ５款１項１目繰越金、本年度予算額1,000円、前年度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1,000円、加算金については廃目整理と

なってございます。この目につきましては、過誤請求等があった場合、期日までに納付さ

れなかった場合に係る延滞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。 

２目返納金、本年度予算額1,000円。 

次の８ページをおめくりいただきます。３、歳出、１款１項医療諸費、１目医療給付費、

本年度予算額50万円、この目につきましては老人保健受給者の自己負担の残りの費用を負

担する科目となってございます。 

２目医療支給費、本年度予算額10万円、この目につきましては老人保健受給者が全額自

己負担した場合等、自己負担額を除いた額の支払いに係る経費でございます。 

３目審査支払手数料、本年度予算額5,000円、この目につきましては診療報酬明細書の審

査機関に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。 

２目還付金、本年度予算額2,000円。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金、本年度予算額1,000円。 

 ３款１項１目予備費、本年度予算額2,000円。 

以上で説明を終わらせていただきますので、審議のほど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 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。 

 

    ◎日程第８ 議案第３４号 

〇田村議長 日程第８、議案第34号 平成21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。 

〇鈴木町民課長 議案第34号 平成21年度浦幌町後期高齢者医療特別会計予算。 
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 平成21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7,149万円と定める。 

 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。 

 平成21年３月11日提出、浦幌町長。 

 この特別会計予算につきましては、被保険者数932名にかかわります後期高齢者医療制度

による後期高齢者医療広域連合に対する収支会計を処理する特別会計でございます。なお、

予算説明資料につきましては41ページ、42ページに記載をしてございます。 

次のページをおめくりいただきたいと思います。第１表、歳入歳出予算については省略

をさせていただきます。 

 次の４ページをごらんおき願います。歳入歳出予算事項別明細書の１、総括につきまし

ては省略をさせていただきます。 

 ６ページをごらんおき願います。２、歳入、１款１項１目後期高齢者医療保険料、本年

度3,808万5,000円、この目につきましては75歳以上の高齢者及び65歳以上75歳未満で一定

の障害者の方からいただく保険料でございます。この保険料の１節現年度分でございます

けれども、この現年度分につきましては全体で保険料6,223万8,000円に対し、軽減分が

2,415万4,000円となり、その差が3,808万4,000円となってございます。 

 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3,335万1,000円、

この目につきましては保険料軽減措置による軽減額2,415万4,000円を一般会計から繰り入

れするものでございます。その中で第１節事務費繰入金917万9,000円、この事務費繰入金

につきましては広域連合の共通費、事務費と１人分の人件費となってございます。２節保

険基盤安定繰入金2,415万4,000円、この保険基盤安定繰入金が軽減額に対する繰り入れと

なってございます。軽減額分相当分は2,415万4,000円でございます。この財源といたしま

しては、道負担金が４分の３、町が残り４分の１となってございます。軽減額に対する４

分の３、４分の１の内容でございまして、道負担金では1,811万5,000円となるものでござ

います。 

 ３款１項１目繰越金、本年度予算額1,000円、この目につきましては本特別会計について

平成20年度から新たに設置されたため、前年度繰越金の科目を設置するものでございます。 

 ４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、この目に

つきましては保険料が納付期日までに納付されない場合に係る科目でございます。 

２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、本年度予算額５万円、２目還付加算金、

本年度予算額1,000円、これらの目につきましては保険料について町を経由して広域連合へ

納付する仕組みでございますけれども、過誤納があった場合、広域連合から納付されるも

のでございます。 

 ３項雑入、１目雑入、本年度予算額1,000円。 
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次の８ページをごらんおき願います。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度予算額549万7,000円、この主な増減内容につきましては人件費で418万4,000円の減

となってございます。13節委託料につきましては37万8,000円の増となってございますけれ

ども、保守業務委託料につきましては後期高齢者医療システム保守業務委託料となってご

ざいまして、平成20年度におきましては一般会計で措置されたものでございまして、これ

を組みかえた内容となってございます。 

 ２項徴収費、１目徴収費、本年度予算額74万8,000円、この目につきましては後期高齢者

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項後期高齢者医療広域連合納付金、１目後期高齢者医療広域連合納付金、本年度

予算額6,519万2,000円、この目につきましては広域連合に納付する納付金で事務費、保険

料軽減に係る保険基盤安定分及び延滞金に係るものとなってございます。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、本年度予算額５万円、

２目還付加算金、本年度予算額1,000円、これらの目につきましては保険料の過誤納があっ

たときの還付金及び加算金でございます。 

２項繰出金、１目他会計繰出金、本年度予算額1,000円、一般会計からの繰出金の内容で

ございます。 

 ４款１項１目予備費、本年度予算額1,000円、予備の対応とするものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほど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 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。 

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

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 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０４分  休憩 
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午前１１時２０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第９ 議案第３５号 

〇田村議長 日程第９、議案第35号 平成21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。 

〇鈴木町民課長 議案第35号 平成21年度浦幌町介護保険特別会計予算。 

 平成21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５億6,144万1,000円と定める。 

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

る。 

 平成21年３月11日提出、浦幌町長。 

 この特別会計予算につきましては、第１号被保険者1,831人にかかわります介護保険の運

営及び介護給付費の収支並びに地域支援事業に係る経費を会計処理する特別会計でござい

ます。なお、本町議会定例会におきましてご議決いただきました介護保険条例の一部改正

に基づく保険料による算定及び介護従事者処遇改善臨時特例基金設置条例に基づき、基金

繰り入れについて措置を行っているものでございます。予算説明につきましては、説明資

料43から46ページに記載をしてございますので、お願いいたします。 

 次のページをおめくりいただきたいと思います。第１表、歳入歳出予算につきましては

省略をさせていただきます。 

 ４ページをごらんおき願います。歳入歳出予算事項別明細書、１、総括については省略

をさせていただきます。 

 ６ページに移らせいただきます。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8,218万9,000円、前年度当初比18.8％の増でございます。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納めていただく介護保険料でございまし

て、保険料の段階を改正によりまして第４段階における弾力化を含めて７段階に区分した

内容となってございます。 

 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8,805万4,000円、

前年度当初比10.3％の増でございます。この目につきましては、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4,440万8,000円、前年度当初比33.2％

の増でございます。この調整交付金につきましては、原則５％の率でございますけれども、
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後期高齢者の割合や所得階層による保険者間の格差を解消するための補助金でございまし

て、本町におきましては8.85％で見込んでいるものでございまして、国が示すものでござ

います。 

 ２目地域支援事業交付金、本年度486万6,000円、前年度当初比4.8％の増でございます。

この目につきましては、介護予防事業にかかわって対象経費の25％、任意事業にかかわり

ましては対象経費の40％がそれぞれ国から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7,502万6,000円、

前年度当初比8.1％の増でございます。この目につきましては、介護給付費の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、前年度当初予算額と同

額でございます。この目につきましては、保険料収納率の悪化により財源不足が生じた場

合、資金の交付を受ける内容でございます。 

３項道補助金、１目地域支援事業交付金、本年度予算額243万2,000円、前年度当初比4.7％

の増でございます。この目につきましては、介護予防事業にかかわり対象経費の12.5％、

任意事業費にかかわって対象経費の20％がそれぞれ道から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目介護給付費交付金、本年度予算額１億5,053万7,000円、

前年度当初比5.7％の増でございます。この目につきましては、保険給付費の30％が社会保

険診療報酬支払基金から交付されるものでございます。 

 ２目地域支援事業交付金、本年度予算額229万6,000円、100％の増となってございます。

この目につきましては、介護予防事業において対象経費の30％について同じく社会保険診

療報酬支払基金から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10万円でござい

ます。 

次の８ページをおめくりいただきたいと思います。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１億901万4,000円、前年度当初比9.6％の増でございます。

この目につきましては、１節介護給付費繰入金にかかわりましては介護給付費の12.5％分

相当、２節の地域支援事業繰入金につきましては介護予防事業繰入金にかかわっては介護

予防事業の12.5％、包括的支援事業・任意事業繰入金にかかわりましては事業の20％をそ

れぞれ繰り入れするものでございます。３節の職員給与費等繰入金及び４節事務費繰入金

につきましては、かかる経費についての繰入金でございます。 

 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90万8,000円、91.5％の前年

度当初比の増でございます。この目につきましては、第４期介護保険事業計画に基づき保

険料算定のために基金を取り崩して繰り入れするものでございます。 

 ２目介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金、本年度予算額157万4,000円、新設でござ

います。この目につきましては、保険料平準化のため国から交付される交付金を基金に置

き、それを一部取り崩しての繰り入れでございます。 
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 ７款１項１目繰越金、本年度予算額３万円、前年度と同額でございます。前年度の繰越

金の内容でございます。 

 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、 

２目第１号被保険者過料、本年度予算額1,000円、それぞれ前年度当初予算額と同額でござ

います。 

 ８款諸収入、２項雑入、１目第三者納付金、本年度予算額1,000円、前年度当初と同額で

ございます。第三者行為にかかわる納付金でございます。 

 ２目返納金、本年度予算額1,000円、前年度当初額と同額でございます。 

 ３目雑入1,000円、前年度当初額と同額でございます。 

 10ページをお開き願います。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1,282万9,000円、前年度当初比2.6％の増でございます。この目につきまして

は、事業に係る人件費及び事務経費でございます。 

 ２項賦課徴収費、１目賦課徴収費、本年度予算額77万6,000円、前年度当初比2.5％の減

でございます。保険料の徴収にかかわる費用でございます。 

 ３項１目介護認定審査会費、本年度予算額545万5,000円、前年度当初比1.9％の増でござ

います。この目につきましては、東部４町で構成する認定審査会経費の内容でございます。 

 ２目認定調査費、本年度予算額88万2,000円、前年度当初比各22.8％の減でございます。

この目につきましては、要介護度等の認定調査に要する経費でございまして、主な減額内

容といたしましては13節委託料につきまして認定調査費委託において対象者の減による

26万1,000円の減でございます。 

 ４項介護保険運営協議会費、１目介護保険運営協議会費、本年度予算額４万3,000円、前

年度当初比2.4％の増でございます。委員６名の運営協議会に要する費用でございます。 

 ５項１目趣旨普及費、本年度予算額57万3,000円、この目につきましては第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費用でございます。 

次の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１億4,279万5,000円、２目居宅介護サービス等計画給

付費、本年度予算額1,730万8,000円、３目地域密着型介護サービス等給付費、本年度予算

額9,517万8,000円、４目施設介護サービス等給付費、本年度予算額２億983万6,000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る内容でございま

す。 

 ５目福祉用具購入費、本年度予算額102万3,000円、６目住宅改修費、本年度予算額256万

5,000円、５目福祉用具購入費及び６目住宅改修費につきまし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
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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、

住宅改修費は同じく20万円となってございます。 

 ７目審査支払手数料、本年度予算額47万3,000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827万1,000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項高額医療合算介護サービス等費、１目高額医療合算介護サービス等費、本年度予算

額10万円。 

 ４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等費、本年度予算額

2,424万円、13.4％の前年度当初比減でございます。この目につきましては、居住または滞

在費用及び食費の負担が低所得者にとって過重負担とならないよう負担軽減を図るための

費用でございます。 

 ３款１項財政安定化基金拠出金、１目財政安定化基金償還金、本年度予算額1,000円、前

年度当初額と同額でございます。 

次に、14ページをおめくりいただきたいと思います。財政安定化基金拠出金の目につき

ましては廃目整理としてございます。この目につきましては、会計運営において収入が不

足した場合、各保険者からの拠出金で道が基金を設置し、それに対応すべく貸し付けする

ものでございますけれども、現在道の基金保有額が需要より多くなったため、本年度拠出

しなくて済む形でございます。 

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765万5,000円、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、一般の高齢者には健康づくりを行うため

の費用でございます。主な増額内容といたしましては、13節委託料におきまして通所型介

護予防事業、特定高齢者把握事務の委託料で86万7,000円の増となってございます。 

２目任意事業費、本年度予算額448万5,000円、この目につきましては家庭内における介

護にかかわり身体的、精神的、経済的負担の軽減を図り、家族介護を継続していただくた

めの支援費用となってございます。 

３目包括的支援事業費、本年度予算額2,670万円、この目につきましては町地域包括支援

センターの職員人件費及び業務運営に係る費用となってございます。被保険者に対しての

要介護状態等になることの予防、要介護状態になった場合、自立した生活を営めるよう支

援するもので、介護予防支援の実施を図るものでございます。主な増額内容といたしまし

ては、人件費として45万5,000円の増、13節委託料における包括支援業務委託料65万8,000円

の内容でございます。 

 次の16ページをおめくりいただきたいと思います。５款１項基金積立金、１目介護給付
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費準備基金等積立金、本年度10万円の積み立てでございます。前年度当初比16.7％の減で

ございます。 

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

５万1,000円、この目につきましては過年度にさかのぼって第１号被保険者の資格を喪失し

た場合における保険料の還付金、還付加算金でございます。 

２目償還金、本年度1,000円、前年度当初額と同額でございます。この目につきましては、

過年度分の国、道に対する介護負担金等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。 

 ７款１項１目予備費、本年度予算額10万円、この目につきましては予備にかかわる支出

にかかわる経費でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほど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 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１０ 議案第３６号 

〇田村議長 日程第10、議案第36号 平成21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。 

〇小路谷診療所事務長 議案第36号 平成21年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算。 

 平成21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３億1,074万2,000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21年３月11日提出、浦幌町長。 

 この会計につきましては、町立診療所の管理運営及び診療の収支の会計を処理する特別
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会計でございます。 

 ２ページをお開きください。第１表は省略いたします。 

 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、総括につきましても省略

いたします。 

 ６ページをお開きください。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１億5,194万円、一般会計からの繰入金でございます。普通交付税の措置の見込額に

つきましては、説明資料47ページに記載されておりますので、ごらんおき願います。 

 ２款１項１目繰越金50万円、前年度繰越金でございます。 

 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入、この科目につきましては診療行為に伴います診療

報酬などの収入科目でございます。説明資料の47ページに記載のとおりでございます。 

２項雑入、１目雑入１万2,000円。 

 ２目過年度収入１万円。 

 ３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費、本年度予算4,283万9,000円、この科

目につきましては診療所の維持管理、運営に係る経費及び事務職員の人件費でございます。

主な増につきましては、説明資料48ページに記載されていますが、18節備品購入費におき

まして地デジ対応のテレビ６台の購入による増でございます。13節委託料につきましては、

説明資料48ページのとおりでございます。 

８ページをお開き願います。２目医業費１億9,075万円、この科目につきましては診療業

務に伴います医薬材料、医療機器などの経費及び医療業務に従事する職員の人件費でござ

います。主な増減につきましては、職員採用によります給料、職員手当の増、技士、看護

師賃金の減でございます。13節委託料、14節使用料及び賃借料は説明資料48ページに記載

のとおりでございます。 

10ページをお開き願います。２款１項公債費、１目元金7,520万4,000円、長期債の償還

元金でございます。 

 ２目利子189万9,000円、長期債の償還利子でございます。 

３款１項１目予備費５万円、予備でございます。 

次ページに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及び地方債の前々年度

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、後でごらんおき願います。 

 以上ですが、４月から新体制によりまして診療業務が始まります。医療機器等、必要な

ものにつきましては補正の中で協議させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

以上で説明を終わります。 

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。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 町立診療所の特別会計予算書ということで、４月から先生がかわるというこ



 － 27 － 

とで、また新しい期待を町民はしております。ご苦労をなされて本州のほうから見えられ

る先生を含めて、浦幌町の医療のあり方というか、これからの目指す医療は何であるかと

いうことをやはり浦幌町として示しておく必要もあるのではないかと思います。人口減の

一つの要因になって、透析もできない、外科的なこともできないとかということで非常に

流出しているということも現実であります。それで、いろいろと事業を展開していくのも

いいですが、病院としての事業として１つの��人口がふえる可能性はあるかないかわか

らないのですが、他町村との兼ね合いを考えてどのようにこれから計画というものをして

いくのかお聞きし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 町立診療所経営、また先ほど国民健康保険の点でもご指摘をいただきました。

浦幌町、健康なまちづくりを目指さなければならないということは当然のことだろうとい

うふうに思っています。今度４月から新しい菅原医師が赴任をされるということでありま

して、今あります多田医院との連携をとりながら十分町内の健康なまちづくりに努めてま

いりたいというふうに思っています。今までも進めてきたつもりでありますけれども、や

はり何といいましても予防医学、これが大切だろうというふうに考えているところであり

ます。ただいまの特定健診も含めて、ようやく受診率も上がってまいりました。こういう

ことも明るい兆しが見えておりますけれども、５年間で65％を達成するというふうなこと

は大変難しいというふうに思っておりますけれども、いずれにしましても予防医学が大変

必要だというふうに思っています。新たに今菅原医師が赴任されましても１名でこのまま

やっていくことがいいのかどうかということも含めて、町内のお医者さんともいろいろ相

談をさせていただきながら今後進めてまいりたいというふうに思っています。いずれにし

ましても、予防医学の面で進めていきたいなというふうに考えておりますので、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 ３番、福原議員。 

〇福原議員 今町長のほうからご答弁いただきました、予防医学ということで。やはり浦

幌町にふさわしい独自性のあるものも考慮していって人を呼び込む。都市の人も浦幌町は

こんなすばらしい環境のもと、健康のもと、それから病院の施設のもとでみんな住民が生

活していますということを町外にもＰＲできるようなやはり独自性のあるものをこれから

は確立して浦幌町のＰＲに努めていったほうが私はよいと思いますが、これから模索して

いくことにもなるのでしょうが、予防医学も含めて、上士幌の例もありますが、全国にＰ

Ｒするようなものもぜひとも考えながら医療業務、それから事業、すべてのことをやって

いっていただきたいというふうに思いますが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 福原議員言われる全国へＰＲできるような体制というふうに言われました。
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すばらしいご意見だというふうに思いますけれども、どういうふうに医療体制を整えてい

くのかということが、特に町財政を含めて考えていかなければならないなというふうに思

っています。介護保険料もこのたび上げさせていただきました。町の中での介護施設とい

うことについては、他町と遜色のないといいますか、他町より数段ＮＰＯも含めて施設は

充実しているというふうに私は考えています。そういう中で、さらに全国にＰＲできるよ

うなものというのはどのようなものなのかということについても今後検討しながら、また

研究させていただきたいなというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたしたい

と思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私もこの医師、医療の部分についてなのですが、ただいま町長が申しました

ように今後の、今の浦幌の介護等に含めましてもやはりこの浦幌町にとっての町立診療所

というものは欠かせないものなのであろうというふうに思います。今回の部分について、

いろいろな行き違い等の中で今現在やはり診療所の中について入院患者さん等が減ってい

るというような報告もいただいております。決して浦幌町に患者がいなくなったわけでは

ありませんので、やはり今後とも新しい先生との中でご努力もされていかなければならな

いと思うのですが、今の浦幌の財政とかいろんな部分を踏まえてもやはりこの町立病院と

いう部分は大きなウエートを占めていくのだろうというふうに思います。その中で、この

町立病院をしっかりと維持していくためには、やはり町民の方々にもご協力いただかなけ

ればならないと。あれも欲しい、これも欲しい、病院も欲しいと、こういうことにはやは

り限られた財政の中ですから、ならないわけですから、そういった部分で町民との対話を

しながらしっかりとお願いするものはお願いをし、協力してもらうものはしてもらうとい

うようなことのその部分の町民の協力と理解というものも絶対欠かせない部分だろうと思

うのですが、今後新しい医師を迎えて新年度から新しい体制を迎えていくに当たって、や

はりその部分での町民のそういう意見、意思等についてのその考え方について聞かせてい

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 病院の体制ですけれども、今までもにしや医院の西谷先生が健全なころ、や

はり３医院と、多田医院との関係で連携をとりながらいろいろ相談をさせていただきまし

た。残念ながら西谷先生は、体調を崩されて今病院をやめられたという状況でありまして、

このたびの菅原医師の確保に当たりまして、新しい先生を確保するということで多田医院

の小野寺先生ともいろいろ相談をさせていただきました。今後やはり浦幌町の町、病院の

経営、そして病院の体制をどのようにつくっていくのかということは、今後やはり月に１

回、２カ月に１回いろんな相談をさせていただきながら町の病院体制をつくっていこうと

いうことで小野寺先生ともお話をさせていただいたところであります。病院を24時間体制

でやるということは、例の穂別町の例もあります。３人のお医者さんがコンビニ受診のた
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めに一気に離れていったという、医療体制が崩壊したという例があります。町民の皆さん

にはコンビニ受診的なもの、これはぜひそのようなことにならないように十分広報等を通

じながらお話をさせていただきたいというふうに思いますし、この医療体制、崩壊しない

まちづくり、当然進めていかなければならないなというふうに思っています。そういう意

味では、多田医院さん、小野寺先生との連携を深めながら今後まちづくりの医院体制とい

いますか、病院体制を進めていきたいなというふうに思っているところであります。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私もただいま町長が言われたように、もうそのとおりだと思うのです。やは

り他の医院のほうともしっかりと連携を持った中でやっていかなければならない。そうい

った形の中で、浦幌の医療を崩壊させないために今の言う町民の理解、協力、これが不可

欠な部分で、私は今町長が言われたように広報等でと言われていましたが、当然広報のこ

とも必要ですが、やはりまた違った形の中でしっかりと町民にお願いする場と、そういう

ような今後の浦幌の計画、しっかりと立てていく必要があるというふうに思うのです。そ

ういう意味では、またそういう部分の計画の委員会があるのか何かという部分で、やはり

私はここの部分については最重要課題としてしっかりと取り組む必要があるのかなという

ふうに思うのですが、この部分についてもう一点、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 先ほど私も述べさせていただきました。町民の皆さんのご理解をいただきな

がら医院体制、医師体制をつくっていくということは、今後十分考えていかなければなり

ませんし、いろんな面でそういう面では町民の皆さんとお話をさせていただかなければな

らないなというふうに思っています。 

先日もテレビを見ていました。穂別のお医者さんが離れたと。その後どういう体制をつ

くっていくのかということで、町民の皆さんとよく意見交換をしなければならない。意思

の疎通がやはり図れていなかったのが原因だという報道でありました。私もそのことは大

切だなというふうに思いながら、町民の皆さんとの対話を、その医師体制、診療体制をど

のように整えていくかということはやはり町民の皆さんにご理解をいただく、そしてその

ために町民との対話をしていくということが大切であろうというふうに思っています。そ

ういう意味では、先ほど申し上げましたとおり多田医院さんとも連携を深めながら、今後

町民の皆さんとよくお話をさせていただき、医師体制、医療体制を構築していきたいとい

うふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 10番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 今同僚議員のほうから、４月１日から対応される菅原陽一先生、67歳の期待

とともに、何とか浦幌町民、本当にたくさんの方々に診療所対応していただくという状況

にするには、ちょっと私頭にひらめいたのでございますけれども、例えば町民課の形で今

これから各町内行政区、これからいよいよ総会に入る状況にございます。そういう中で、
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同じ役場の連携を含める町民課の関係で各行政区を回って今対応する。それは、町民課の

関係でございますけれども、そういうときも含めて、例えば今４月１日からこうやってう

ちの町には本当にすばらしい先生がまた来ていただきますということも含めて、そういう

出先の中でＰＲできるものについてはぜひいち早く、各報道関係を見てわかっていること

はわかっていると思いますけれども、さらにまた行政区ごとに入って説明をする際に、分

別関係の説明をする際にあわせてこのように町立診療所の関係はなりますよということも

そういうときにＰＲ、アピールできるのであれば、ぜひいい意味でそういう各課連携のも

とにすべての課でその形も述べられるような、そんな機会がぜひ必要だと思います。その

辺についてもどのような考えを持つか聞きたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 町民にいかに詳細にわたって説明をしていくかということは、この病院問

題に限らず、いろんな意味で必要なことだというふうに考えております。今お話がありま

したように今回ごみの関係で行政区に説明に行くということでありまして、ただそれにつ

いては行政区のほうにお願いしていまして、総会に合わせてですから、貴重な時間を割い

てということでお話をしているところでありまして、今行政区にお願いしているのはその

点についてのお願いということでありますので、今回それに間に合うかどうかということ

についてはちょっとどうかなということであります。ただ、今後行政区長会議等もござい

ますので、そういう中で今町の懸案事項等そういうものについては十分お話をさせていた

だきたいなというふうに思います。 

それとあと、今後今髙橋議員からお話ありましたように町民に対してのいろんな説明あ

るいは意見をいただくという場については、これまでも温泉、道の駅等でも説明会等を開

いてお集まりをいただいてという形でやってきましたけれども、これから町民の説明につ

いてはいかにきめ細かくやっていくかということについてはちょっと内部でもいろいろと

検討させていただきまして、広くいかに町民にいろんなことについて周知を図っていくか

ということについては今後検討させていただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 10番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 副町長の説明もよくわかります。ですから、先日の一般質問でもやったよう

に、いかに庁舎内の各課ごとの連携といいますか、その規律性をもって町民に接してもら

うということがまず大事かなと思います。そういう中で、早く町民に伝える中身でその辺

の連携がとれれば、なお一層早く町民にそういうすばらしい行動については通じていくの

かなと思います。先日は、たまたま事務長のほうから私の議員室に来て説明をいただく中

で、今10のベッド数がある中で２つのベッドしか入っていないと。それもいろいろな事情

があってそうなったわけでございますけれども、安心してやはり町立診療所に入院できる

という、そういう体制ができますよということを、町民自身も本当にいつ自分に対して病

魔が襲ってくるかもわからないという状況で、非常に安心感があっていつでも浦幌の町立
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診療所に入院も可能なのだなという、そういうことは早く、例えば一日も早くそういう町

民に知れるということ、それは私ども議員の関係についても町内の関係の何かがあるとき

にそういう状況ですよということは、これもちなみに私たちもそういうものを早く話して

いくわけでございますけれども、それとあわせて先ほど言われたように各課の中でそうい

う町民と触れるときにそういうものをいち早くみんなの形の中で言えるという、そういう

体制づくりをお願いをしたいと思うわけでございます。そんな関係において、確かに各課

ごとに連携をとりながら、そういうものをきちっと決めながらやっていくということも大

事です。それを早急に早く連携を密にするという各課の体制づくりをしながらやっていく

ということについても、その辺も再度もう一度お考えを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 髙橋議員言われるように庁内の各課の連絡体制、これは組織を運営する上で

は基本中の基本でありまして、当然各課連携をしながらいろんな諸課題に取り組んでいく

ということは必要であろうというふうに思っています。この本当に医師の問題だけではな

くて、すべてのことに対してそうだろうというふうに思っています。その点では認識を同

じくするところでありまして、今後新しい予算づくりの中でいろんなものについて取り組

んでいくことについて疎漏のないようにしたいというふうに考えておりますので、ご理解

をいただきたいと思います。 

〇田村議長 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。 

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

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩といたします。 

 

午後 ０時００分  休憩 
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午後 １時３０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第１１ 議案第３７号 

〇田村議長 日程第11、議案第37号 平成21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。 

〇賀下施設課長 議案第37号 平成21年度浦幌町公共下水道特別会計予算。 

 平成21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６億6,841万8,000円と定める。 

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

る。 

  （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21年３月11日提出、浦幌町長。 

 次のページの第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21年度、限度額100万円。

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21年度、限度額50万円。 

 第３表、地方債、起債の目的、下水道事業、公共下水道事業2,850万円、資本費平準化債

１億円、借換債３億2,850万円、限度額計４億5,700万円、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。 

 次のページの歳入歳出予算事項別明細書の１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ございます。 

 ７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項分担金、１目公共
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下水道費分担金、本年度予算額1,000円、この科目につきましては吉野処理区における新規

受益者に係る分担金で当初予算では科目で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13万6,000円、１節公共下水道受益

者負担金８万6,000円、２節滞納繰越分５万円でございます。 

 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6,844万

1,000円、１節現年度分6,839万1,000円、２節滞納繰越分５万円で説明資料49ページに記載

のとおりです。 

 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3,060万円、

この科目につきましては公共下水道事業における国庫補助金でございます。 

次のページをごらんください。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3,000円、この科目につきましては水洗便所等資金貸付金のうち帯広信用金庫

100万円、浦幌町農業協同組合50万円に対する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、本年度予算額１億1,023万3,000円、

この科目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、この科目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円でございます。 

 ２項１目貸付金元利収入、本年度予算額150万円、この科目につきましては水洗便所等貸

付金元利収入で帯広信用金庫100万円、浦幌町農業協同組合50万円の内容でございます。 

３項１目雑入、本年度予算額2,000円、この科目につきましては仮払い消費税還付金及び

雑入の内容でございます。 

８款１項町債、１目公共下水道事業債、本年度予算額４億5,700万円、この科目につきま

しては公共下水道事業債2,850万円、資本費平準化債１億円、借換債３億2,850万円の内容

でございます。 

 次のページをごらんください。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214万円、この科目につきましては公共下水道運営にかかわる経費の内容

でございます。減額の主なものは、27節公課費における消費税でございます。 

 ２目普及推進費、本年度予算額152万1,000円、この科目につきましては水洗化に向けて

の普及推進にかかわる経費の内容でございます。減額の主なものは、21節貸付金で水洗便

所改造等資金として帯広信用金庫100万円、浦幌町農業協同組合50万円の貸し付けの内容で

ございます。 

 ２項施設管理費、１目管渠管理費、本年度予算額400万6,000円、この科目につきまして

は下水道管渠の維持管理にかかわる経費の内容でございます。増額の主なものは、13節委

託料で汚水管内に滞留した汚泥、汚物の高圧洗浄に要する費用でございます。11節需用費

の修繕料、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。 
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 ２目処理場管理費、本年度予算額2,716万9,000円、この科目につきましては終末処理場

の維持管理にかかわる経費の内容でございます。増額の主なものは、11節需用費の消耗品

費、光熱費で薬品単価及び電気料金の値上げによるものでございます。減額の主なものは、

11節需用費の燃料費、13節委託料、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50ページに記載のとおりでございます。 

 次のページをごらんください。２款事業費、１項１目下水道建設費、本年度予算額6,613万

9,000円、この科目につきましては公共下水道建設費にかかわる内容でございます。増額の

主なものは13節委託料で、減額の主なものは人件費、15節工事請負費でございます。なお、

13節委託料、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５億13万2,000円、この科目につきましては長

期債償還金元金でございます。 

 ２目利子、本年度予算額6,726万1,000円、この科目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、本年度予算額５万円、この科目につきましては予備費の内容でご

ざいます。 

 次のページをごらんください。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23億2,502万円、前年度末現在高見込額22億8,138万8,000円、当該年度中起債見込額４

億5,700万円、当該年度中元金償還見込額５億13万2,000円、当該年度末現在高見込額22億

3,825万6,000円でございます。 

 以上で説明を終了させていただきます。ご審議のほど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 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１２ 議案第３８号 

〇田村議長 日程第12、議案第38号 平成21年度浦幌町個別排水処理特別会計予算を議題
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といたします。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 議案第38号 平成21年度浦幌町個別排水処理特別会計予算。 

 平成21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5,318万3,000円と定める。 

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

る。 

  （債務負担行為） 

  第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する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21年３月11日提出、浦幌町長。 

 次のページの第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21年度、限度額50万円。

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21年度、限度額150万円。 

 第３表、地方債、起債の目的、下水道事業、個別排水処理施設整備事業、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。 

 次のページの歳入歳出予算事項別明細書の１、総括は省略させていただきます。 

 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ございます。 

 ７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項分担金、１目個別

排水処理分担金、本年度予算額66万円、この科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917万

8,000円、この科目につきましては施設使用料の１節現年度分と２節滞納繰越分の内容で説

明資料51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6,000円、この科
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目につきましては水洗便所等資金貸付金のうち帯広信用金庫50万円、浦幌町農業協同組合

150万円に対する預託金利子でございます。 

 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2,643万8,000円、

この科目につきましては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20万円、この科目につきましては前年度繰越金でご

ざいます。 

６款諸収入、１項１目貸付金元利収入、本年度予算額200万円、この科目につきましては

水洗便所改造等貸付金元利収入で、帯広信用金庫50万円、浦幌町農業協同組合150万円の内

容でございます。 

 ２項１目雑入、本年度予算額10万1,000円、この科目につきましては仮払い消費税還付金

及び雑入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、この科目に

つきましては施設整備に関する事業債でございます。 

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35万3,000円、

この科目につきましては個別排水処理施設にかかわる一般管理費の内容でございます。 

 ２目普及推進費、本年度予算額252万7,000円、この科目につきましては水洗化に向けて

の普及推進にかかわる経費の内容でございます。減額の主なものは、21節貸付金で水洗便

所改造等資金貸付金については帯広信用金庫50万円、浦幌町農業協同組合150万円の内容で

ございます。19節負担金、補助及び交付金は説明資料52ページに記載のとおりでございま

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1,825万円、この科目につ

きましては人件費及び合併処理浄化槽等の施設の維持管理にかかわ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52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、本年度予算額1,600万円、この科目につ

きましては合併処理浄化槽10基の建設にかかわる内容でございます。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1,163万8,000円、この科目につきましては長

期債償還金元金でございます。 

 ２目利子、本年度予算額436万5,000円、この科目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、本年度予算額５万円、この科目につきましては予備費の内容でご

ざいます。 

 次のページをごらんください。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２億3,946万8,000円、前年度末現在高見込額２億4,370万1,000円、当該年度

中起債見込額1,460万円、当該年度中元金償還見込額1,163万8,000円、当該年度末現在高見
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込額２億4,666万3,000円。 

 以上で説明を終了させていただきます。ご審議のほど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 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。 

 

    ◎日程第１３ 議案第３９号 

〇田村議長 日程第13、議案第39号 平成21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。 

〇賀下施設課長 議案第39号 平成21年度浦幌町簡易水道特別会計予算。 

 平成21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４億546万2,000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。 

 （地方債） 

  第２条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

 平成21年３月11日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表は省略させていただきます。 

 ４ページをごらんください。第２表、地方債、起債の目的、簡易水道事業、限度額8,170万

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。 
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 次のページの歳入歳出予算事項別明細書の１、総括は省略させていただきます。 

 この会計は、浦幌町簡易水道における施設の建設及び維持管理をする特別会計でござい

ます。 

７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2,000万円、この科目につきましては水道管移設に伴う工事負

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１億6,403万7,000円、

１節現年度分、２節滞納繰越分の内容でございます。説明資料53ページに記載のとおりで

ございます。 

 ２項手数料、１目簡易水道手数料、本年度予算額７万円、この科目につきましては給水

工事設計審査にかかわる手数料でございます。 

 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１億2,415万4,000円、

この科目につきましては一般会計からの繰入金でございます。 

次のページをごらんください。４款１項１目繰越金、本年度予算額50万円、この科目に

つきましては前年度繰越金でございます。 

 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1,500万円、

この科目につきましては釧路産炭地域基盤整備事業にかかわる補助金でございます。 

 ２目雑入、本年度予算額1,000円、この科目につきましては雑入の内容でございます。 

 ６款１項町債、１目簡易水道事業債、本年度予算額8,170万円、この科目につきましては

簡易水道施設整備に関する事業債でございます。 

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3,142万7,000円、

この科目につきましては簡易水道事業にかかわる人件費などの一般管理費の内容でござい

ます。減額の主なものは人件費でございます。 

 ２目施設管理費、本年度予算額5,051万7,000円、この科目につきましては簡易水道施設

における維持管理にかかわる経費の内容でございます。増額の主なものは、11節需用費の

消耗品費、光熱費、修繕料で薬品単価及び電気料金の値上げによるものでございます。ま

た、13節委託料につきましては保守業務委託料における地下タンク漏えい検査の追加と管

理業務委託料でございます。減額の主なものは、11節需用費の燃料費、12節役務費の手数

料でございます。13節委託料につきましては、説明資料54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、本年度予算額１億3,251万6,000円、この科目につき

ましては簡易水道給水施設整備にかかわる建設工事及び給水装置にかかわる量水器取りか

え工事などに関する経費の内容でございます。増額の主なものは、13節委託料、16節原材

料費、19節負担金、補助及び交付金でございます。減額の主なものは、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、19節負担金、補助及び交付金につきましては

説明資料54ページに記載のとおりでございます。 
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 ３款１項公債費、１目元金、本年度予算額１億4,154万4,000円、この科目につきまして

は長期債償還金元金でございます。 

 ２目利子、本年度予算額4,940万7,000円、この科目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、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、この科

目につきましては還付金の内容でございます。 

 次のページをお開きください。５款１項１目予備費、本年度予算額５万円、この科目に

つきましては予備費の内容でございます。 

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、区分、簡易水道事業債、前々年度末現在高22億5,948万6,000円、前年度

末現在高見込額21億3,677万円、当該年度中起債見込額8,170万円、当該年度中元金償還見

込額１億4,154万4,000円、当該年度末現在高見込額20億7,692万6,000円。 

以上で説明を終了させていただきます。ご審議のほど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。 

 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 何点かお聞きしたいわけですけれども、まず予算書の中から11ページ、１目

の給水事業費の中の15節工事請負費、これに関して説明書の54ページですが、浦幌２号排

水路水道管移設工事とあります。この浦幌２号排水路というのは、国営農地防災事業での

名称だと思うので、そのことはまず間違いないですね。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 そのとおりでございます。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 それで、この国営農地防災事業はご承知のように国の直轄事業であります。

私も国営農地防災事業ということであれば、この２号排水路に関するこの件については状

況把握できます。そういう中で、直轄事業の中でこれは何の補てんもなく移設に500万とい

うものが浦幌持ち出しでやらなければならないということですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 ２、歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目簡易水道負担金を

ごらんいただきたいと思うのですけれども、この工事負担金2,000万の中にこの浦幌２号ほ

か排水路工事に伴う水道管移設工事の負担金500万円が入っておりますが、これにつきまし

ては全額帯広開発建設部農業事業所からの負担金ということになります。 

以上でございます。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 当然の措置だと思うのです。その辺、把握できませんでしたので、確認をい
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たしました。 

次に、先般簡易水道の設置条例の改正をいたしまして、上のほう、また下浦幌のほう、

それぞれ貴老路地区の担い手支援型畑総事業、それから下浦幌地区も同じく担い手畑総事

業ということをこの簡易水道事業のほうに、特会のほうに取り込みましたね。お聞きした

いのは、今まで農業予算でやっていましたね。それで、事業名は変わっていないようです

が、こちらに事業を移管したことによって、あるいは設置条例に取り込んで簡易水道のほ

うで扱うということに対して、例えば安い金利の平準化債を使えるとか、過疎債を使える

とか、あるいは事業予算をたくさんつけやすいとか、その辺のことがちょっとあると思う

のですが、教えていただきたい。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 まずは、貴老路地区道営営農用水工事につきましては貴老路簡易水道と

いうことで、簡易水道の事業の認可を得ております。その関係で簡易水道事業債を適用す

ることができることとなっております。それで、この簡易水道事業債を使われるというこ

とになれば過疎債として扱うことができるということでメリットがあるので、こちらのほ

うに改定させていただきました。下浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備事業については、

今年知事あて統合事業の認可申請をいたしまして、これが認められれば簡易水道として事

業をすることができますので、この簡易水道事業債を適用させていただいて補助事業等を

含めて事業を進めていきたいと考えております。これも同じく過疎債を適用することがで

きまして、町には有利な起債ということでこれを使ってまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 大変財政難の折、上浦幌地区、栄穂地区については今年も渇水状態になった

というふうに聞いておりますし、またご承知のように下浦幌のほうも15年の９月の十勝沖

地震によって大きな被害を受け、地域の水道組合が維持できないというようなことの申し

出もあったと思います。また、静内、十勝太地区については機械の老朽化でこの事業をや

ってもらえるまで間に合うのだろうかという心配をしながら待っているという状況にあり

ます。非常に財政難の中で、いろんな財政措置をしていただいたということに対しては感

謝を申し上げたいと思います。 

そこで、この事業を取り込んで給水条例のほうの料金徴収ということには当然現状では

ならないと思うのですが、工事のための条例改正をして取り込んだということだと思うの

です。ただ、特に下浦幌、十勝太、静内、万年、朝日までの問題については、この工事完

了までにまだ年数ありますね。そういう中で、もしこの間に災害があったときには、事業

はこのようにして条例改正してこの地区に取り込んであるけれども、災害があったときは

利用組合が責任を持たなければならないのか。従来も４割助成ということで支援をしてき

たと思うのです。その辺は、どんなふうに考えていますか。もう事業として取り込んでい
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るから、町がこの料金は��供用開始にならなかったら料金は多分徴収できませんよね。

そういう中で、どんな面倒を見ていくかというか、災害があったときにどうするかという

ことの見解です。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 今既設の水道を利用されて、水道利用組合としては使用料金をそれぞれ

いただきながら維持管理をされているという中で、今回特に下浦幌地区につきましては既

設管の改修ということで浦幌浄水場の配水池から管渠の工事だけで水を供給していくとい

うことがありまして、管渠を新管として配管した後、次から次へと水道の水が流される、

供給することができる状態になりますので、その給水が管の中に水が入って給水できる状

態になった段階でそれぞれ家庭に町のほうで量水器をつけて、そして水道料金をいただく

ような形になります。それで、今までの施設を利用している状況であれば、今までの形で

使用料をそれぞれの利用組合の中で処理していただくと。新しく水道管が布設されて簡易

水道の水を使用された時点で、改めて料金が発生するということになります。これから簡

易水道ということで事業を進めるわけなのですけれども、簡易水道の事業が使用料をいた

だいて成り立っている事業なものですから、今まで使われている既設の利用組合のほうに

ついては今までどおり災害については町と打ち合わせをしながらやっていきたいと思って

おります。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 ちょっと答弁が変かなと思うのですが、今の説明だと既設の管で送水できる

ところはとりあえず水を送りますよと、つないだら送りますよということなのですね。そ

うしたら、町の簡易水道の水を送った時点で町の料金が発生、徴収しますよと、そういう

ことですね。それなのに災害があったときは協議しながら利用組合に負担願うということ

はちょっと��そういう説明ですよね、今のは。 

〇田村議長 施設課長。 

〇賀下施設課長 済みません。ちょっと言葉が通じなくて申しわけございません。新しく

入って新しい水道が使われる状態になった段階でメーターをそれぞれ取りかえますので、

町が。それで、その時点で水道料金が発生します。そこの発生したところについての区間

については、簡易水道事業として責任を持って管理していくと。まだつながっていない部

分、22年度から工事が着手して26年度までの間がありますので、その間についてはそれぞ

れこれからの計画なのですけれども、つながった状態で使用される方とまだ使われている

方が出てきます。そのことを今説明させていただいた内容でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 だとすれば、ちょっと納得しかねるなというところあるのですが、といいま
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すのは町の簡易水道を少なくとも万年地区のほうにつなぐと、送水できるようになったよ

と。万年地区で石綿管があって取りかえなければならないところもあるけれども、とりあ

えず水を送りますよと。計量器つけたから、もう既に町の料金で徴収しますよと、そうい

う説明ですよね。ちょっとそれだと、確かに送水した時点でその地域は全部一挙に計量器

つけるという意味ですよね。通常だと工事終わって、ご承知かと思うのですが、統太地区

は十勝太、静内、それから下浦幌水道、それから個別の水道と３つみんなそれぞれ入って

いるのです。それから、静内、十勝太にすれば万年がつながらない限り水いかないわけで

しょう。そうですよね。そっちの地区は、つないだときから徴収すると。そうすると、先

に万年地区がつながったら、それでもまだ災害のときは協議するという、そういう意味で

はないでしょう。それは、水供給したら、もう町が責任持って管理するよと。それは間違

いないですよね。そのほかのつながっていないところは協議して、災害あったら協議して

負担割合を相談すると、そういう意味ですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 今のおっしゃられた内容でいいとは思うのですけれども、ちょっと確認

させていただきたいと思うのですけれども、まず考え方というのは市街地区のほうから向

けて道道直別共栄線に向かってまず新管、水道管を新しく入れることになると思うのです

けれども、このときに今万年地区につきましては既設の水道がありまして、それが上流側

でありますので、まず下流側からつなぐような状態、今の使われている水道からいくと。

管路の図面を見なければ、はっきり説明できない状況もあるのですけれども、それから分

かれて静内地区と、それから朝日に向かってくる管が出てきます。そのときに上流側の万

年から朝日側につながったものについては、もう既にほとんど使われている、改修されて

いるものですから、そこについてはメーター取りかえと石綿管をまだ一部改修しなければ

ならない部分が残っていますので、それが改修され次第すぐ送水できるような状態にして

新しくメーターをつけて水道料金として徴収させていただくと。まだ最終的には万年地区

が残ってくると思うのですけれども、こちらについては使われていないところで一時とめ

ておきまして、それから最終的に新管でつなぎ込んでいくような形になりますので、それ

までの間は今おっしゃられたように既設の水道利用組合として管理していただきながら、

災害があった場合は町と連携をとって打ち合わせをしながら今までどおりやっていきたい

なという、そういうことでございます。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 説明されていることは十分わかります。最後の部分が問題なのです。万年も

一部供給される、例えば下浦幌水道は万年から朝日までいっていますよね。一部供給され

る。残ったところは自分たちの水道を維持しなさいと。これでは、例えば３分の１残るの

か、半分残るのかわからないけれども、維持できないでしょう、水道組合は。そういう状

況になりますよね。先に供給されたところ、残ったところ。それで、今私がお尋ねしてい
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るのです。どうしますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 災害のあった場合、維持できないという意味でしょうか。通常でしょう

か。 

（「通常も。両方です」の声あり） 

〇賀下施設課長 通常については、つながるまでの間はそれほど維持費はかかっていない

状況でありますので、こちらの町としても使用されている方と連携をとりながら考えてい

きたいと思っております。まだ計画的にどこをどういうふうにするかというのが平成21年

度に決まるものですから、このときにお示ししたいなということで考えております。 

以上です。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 利用組合単位で先になったよ、後になったよというのは、それは了解できる

と思うのです、だれが考えても。しかし、１つの利用組合の中で先の人たちと残った人た

ち、残った人たちの維持費たくさんでないから、これから協議していくというのなら、一

括して町の管理にその時点でしますよとか、全部がつながるまで町のほうで徴収しないで

そういう組合でやってくださいとか、何かの統一見解が必要ではないですか。私はそう思

うのです。ちょっとそれは無理だと。要するに残った人たちのことを協議して進めるとい

うことなら、従来の水道組合の面倒、自分たちで供給している分を町が見ると、そういう

ことならいいのですよ。協議して進めるというのは、協議がどんなふうに進むかわからな

い、何の裏づけもないということになりますから、その辺の見解はやっぱりはっきりした

ほうがいいのではないですか。 

〇田村議長 お諮りいたします。 

 答弁調整のため、ここで暫時休憩したいと思いますが、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、ここで暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時１５分  休憩 

午後 ２時２４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 杉江議員ご指摘のつなぐつながない、そしてそれをどういう形で町が負担を

していくかということだと思いますけれども、基本的には利用組合に順次つないでいけば
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利用組合の戸数はそこから離れていくということで、要するに言ってみれば分母が少なく

なるからその負担率が高くなると、それをどうするのだということだろうと思います。し

かし、今簡易水道でやる以上は、とするともしそれができないとするとやはり26年まで、

完結するまでつながないという方法しかないのかなというふうに思います。そうすれば、

一気につなげば利用組合としてはそこまで、26年まで戸数が減らずに今までのままいける

と。あとはそれしかないのかなというふうに思います。 

 それと、もう一点、補足しますけれども、つなぐのは利用組合ごとにつなぐということ

です。ですから、利用組合の中の個別につないでいくということではなくて、つなぐとし

たら利用組合ごとに一気につないでいくということだと思います。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 先ほどの課長の答弁は、利用組合ごとに一挙につなげないという答弁でした

よね。それで、そのことが問題だという質問をしたので、今町長の答弁であれば利用組合

ごとに終わっていくということであれば、それでよろしいかと思います。 

さきにも質問させていただきましたけれども、災害時の負担、これが大変だということ

での下浦幌水道、朝日までのは町に移管したいということでありますから、特にそのこと

も含めて今後も利用組合さんと相談をされて、その間のもしものことがあってはならない

のですが、あったときには十分配慮しながら対応していただきたいと思っております。こ

のことについても再度、26年までどの順番でつながるか、まだはっきりはしないのでしょ

うけれども、この期間の管理の問題、十分配慮してほしいということでありますが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 今方法としては、そのような方法しかないということでありますけれども、

ただ利用者の方でできるだけ早目につないでほしいという方がいらっしゃるように聞いて

います。そういう意味では、その方の理解を得られないとそういうことにはならないだろ

うなというふうには、それは心配していますので、その辺は利用組合ごとによくお話をさ

せていただく必要があるかなというふうに思います。 

〇田村議長 ４番、森議員。 

〇森議員 ただいまの杉江議員と質問が重なる面もあろうかと思いますけれども、確認を

させていただきます。 

貴老路地区の担い手支援型の畑作事業の事業関係ですけれども、現在の工事の進みぐあ

いと、あと21年度の計画と申しますか、どのような内容、距離がどの辺までいくのか確認

をさせていただきたいと思います。先ほども同僚議員からお話が出ましたように、ここを

通ります栄穂地区の利用組合の水道が非常にここ近年水が不足してございます。年明けま

して２月の頭ぐらいには、本当に場所によっては朝ちょろちょろしか出ないよというよう

な話も聞いてございます。そういう面では大変な思いで、３月に入りまして６日、７日の

雨降ったときに水槽の水がふえまして、そこの方なのですけれども、しばらくぶりで自分
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のふろに入れましたよというふうなことも生じております。その辺のこと、今年度の事業

計画をお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 ご質問の貴老路地区及び下浦幌地区道営営農用水事業と宝生高台地区に

おける事業進捗状況と計画予定について��申しわけありません。貴老路地区の進捗状況

と計画を説明させていただきます。 

先ほどのお話ですが、渇水状況等、水の不足ということでかなり苦労されているという

状況がありまして、それについては十分考慮しながら事業を進めていきたいと考えており

ます。 

まず、貴老路地区道営営農用水事業の現在の進捗状況ですが、今年度取水施設、配水池、

浄水場と配水池を結ぶ送水管が完成したところであります。浄水場につきましては、昨年

度浄水場と内部の機械設備まで終了いたしまして、平成21年度は浄水場内における電気計

装設備が発注予定となっております。これが完了いたしますと、浄水場の機能が稼働可能

となります。このことから、配水管の施工延長次第では今年一部供用開始が可能かと考え

ております。施工延長については、今のところ道営営農事業の道のほうとしては７キロメ

ートルということで考えているようですが、落札の関係もありまして10キロぐらいいくの

ではないかと考えております。以上のことで説明を終わらせてもらいます。 

以上でございます。 

〇田村議長 ４番、森議員。 

〇森議員 今配管の距離で７キロと言いましたか。これ７キロでしたら、今水の足りない

地区まで供給できるような長さなのか、その辺をちょっと確認いたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 經堂さんの水の不足の状況が今のお話だと思いますが、石原さんくらい

のところまでだと思います。だから、今年中には經堂さんのところまではいきませんけれ

ども、ちょっと遠いところで配水管がありますので、近くのを使われている方に供給する

ことができますので、その水量を經堂さん側に水を使えるということになると思います。

そういうことでよろしくお願いいたします。 

また、いずれの施設についても老朽化が著しい状態で、地域における水道水の安定供給

のためにも早急に整備が必要だと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

〇田村議長 ４番、森議員。 

〇森議員 大変わかりました。これ水道に関しましては、人間生きていくためにはなくて

はならないものでございますし、またこれは天候状態も非常に偏りの気候が続いているの

かなというふうに思います。そういう面では、いち早くとは言いましてもなかなかこれは
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工事のことですから、常にやはり頭の中に入れておいていただいて計画を立てて行ってい

ただきたいなというふうに思っております。 

以上でございます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 最後になりますけれども、今年供用開始をいたしますと浄水場施設の維

持管理費が出てきます。それで、補正のほうをよろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

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 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１４ 同意第１号 

〇田村議長 日程第14、同意第１号 浦幌町教育委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについてを議題といたします。 

説明を求めます。 

町長。 

〇水澤町長 同意第１号 浦幌町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て。 

 浦幌町教育委員会委員大谷宣征は、平成21年３月31日をもって任期満了となるので、浦

幌町教育委員会委員に次の者を任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

平成21年３月11日提出、浦幌町長。 

記、氏名は久門好行、生年月日、昭和24年３月５日、60歳、住所は帯広市西23条南４丁

目16番５号、略歴につきましては現在帯広市立啓北小学校校長、前帯広市教育委員会学校

教育部指導参事であります。任期につきましては、平成21年４月１日から平成25年３月31日

までですので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、これより質疑、討論を省略し、同意第１号 浦幌
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町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決いたします。 

 この採決は、起立により行います。 

 本件は、これに同意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、同意第１号は同意することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１５ 発委第１号 

〇田村議長 日程第15、発委第１号 市町村立病院の経営安定化と療養病床の維持存続を

求める意見書の提出についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 総務文教厚生常任委員会委員長、阿部委員長。 

〇阿部総務文教厚生常任委員長 発委第１号 市町村立病院の経営安定化と療養病床の維

持存続を求める意見書の提出について。 

 上記の議案を、地方自治法第109条第７項及び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21年３月18日提出、提出者、総務文教厚生常任委員会委員長。 

全文の朗読は省略し、要旨を述べます。地域医療は、住民にとってなくてはならない生

活基盤であり、地方自治体としてはこれを守り、維持することが必要不可欠であるため、

市町村立病院の経営安定化と療養病床の維持存続を求めるものであります。 

記、１つ、療養病床を持つ病院・診療所、不採算部門を抱える病院、小規模病院の経営

を安定させるために、次期診療報酬改定では診療報酬を増額すること。 

２つ、公立病院や公的病院に対する地方交付税措置額の改善については、昨年12月26日

に増額措置が公表されたところであるが、一層の普通交付税措置により、不採算地区病院、

救急病院、小児・周産期病院の経営安定を図ること。 

３つ、地域の実情に合わせて医療療養病床を維持するとともに、介護療養病床の役割を

再評価し、存続を検討すること。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 

平成21年３月18日、北海道十勝郡浦幌町議会。 

なお、提出先は衆参両議院議長、内閣総理大臣、各関係大臣であります。 

議員各位のご協賛を賜りますようお願い申し上げます。 

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） 
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〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより発委第１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、発委第１号は原案のとおり関係先に提出することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１６ 発議第１号 

〇田村議長 日程第16、発議第１号 浦幌中学校校舎及び屋内体育館改築等に関する調査

特別委員会設置に関する決議を議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 野村議員。 

〇野村議員 発議第１号 浦幌中学校校舎及び屋内体育館改築等に関する調査特別委員会

設置に関する決議。 

 上記の議案を、浦幌町会議規則第14条の規定により別紙のとおり提出いたします。 

平成21年３月18日提出、提出者、浦幌町議会議員、野村俊博。賛成者、浦幌町議会議員、

岸田武雄、同、森秀幸、同じく中尾光昭。 

浦幌中学校校舎及び屋内体育館改築等に関する調査特別委員会設置に関する決議。 

次のとおり特別委員会を設置するものとする。 

１、名称、浦幌中学校校舎及び屋内体育館改築等に関する調査特別委員会。 

２、設置の根拠、地方自治法第110条及び浦幌町議会委員会条例第４条。 

３、目的、安全で安心して勉学ができる教育施設の確保を図るため調査する。 

４、委員の定数、議長を除く全員。 

５、期間、調査が終了するまで、議会閉会中も調査することができるものとする。 

提案の理由といたしまして、浦幌中学校の校舎、屋内体育館は耐震診断、耐力度調査の

結果、危険な教育施設であると認定されているところです。総務文教厚生常任委員会の所

管事務調査でも改築、大改修、大規模改修、移転の３つの選択肢を持って検討されている

旨報告されております。しかし、次世代を担う生徒の安全を確保し、安心して勉学に愛し

む教育環境を一刻も早く整えることが必要であり、多角的な見地に立って最善の方向性を

調査するため設置を提案するものです。 

議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

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） 
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〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより発議第１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１号は原案のとおり可決されました。 

 ただいま議長を除く全員で構成する浦幌中学校校舎及び屋内体育館改築等に関する調査

特別委員会が設置されました。直ちに委員会を招集いたしますので、正副委員長の互選を

行っていただきたいと思います。場所は、議員控室といたします。これをもって通知済み

といたします。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

 

午後 ２時４７分  休憩 

午後 ３時００分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎諸般の報告 

〇田村議長 諸般の報告をいたします。 

ただいま設置されました浦幌中学校校舎及び屋内体育館改築等に関する調査特別委員会

より正副委員長の互選の結果が議長に提出をされました。 

委員長に岡田愛啓委員、副委員長に阿部優委員が選出されましたので、報告いたします。 

これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第１７ 発議第２号 

〇田村議長 日程第 17、発議第２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 120 条の規定によりお手元に配付の内容で議員を派遣

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、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１８ 発議第３号 

〇田村議長 日程第 18、発議第３号 所管事務調査についてを議題といたします。 

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

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
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員会に付託して、次の定例会までの議会閉会中にこれの調査をすることにしたいと思いま

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、次の定例会までの議会閉会中にこれの調査をすることに決定いたしました。 

 

    ◎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 議長のお許しをいただきましたので、平成21年第１回定例会の閉会に当たり

まして一言あいさつをさせていただきたいと思います。 

今定例会におきましては、平成21年度の一般会計51億5,000万、10特別会計を合わせまし

た全予算会計83億5,642万9,000円、一般議案、平成20年度補正予算、また同意案件につき

まして提案をさせていただきましたけれども、全議案につきまして可決、また同意をいた

だきましたことに対しまして心から感謝とお礼を申し上げさせていただきたいと思いま

す。 

21年度予算につきましては、国の経済対策もありまして交付税が確保されるという見通

しの中から、６年ぶりに前年度当初予算対比増の予算編成となりました。しかしながら、

次年度以降の国の税、予算が不透明感を増す中で引き続き厳しい財政事情にある浦幌町に

とりまして、財政健全化を進めるために全般にわたりまして大変厳しい予算編成をせざる

を得ませんでした。その執行に当たりましては、さらに慎重を期すとともに行政評価シス

テムなどを活用しながら行政効果を上げるように努めてまいる所存であります。第３期ま

ちづくり計画を策定するための予算も通していただきました。町民の皆さんがそのニーズ

を的確にとらえながら、浦幌町の明るい将来を見据えた計画にするよう取り組んでまいり

たいというふうに考えているところであります。 

議員の皆さんには、この本会議で慎重審議を行っていただきました。その中で種々提言、

またご意見も賜りましたことに厚くお礼を申し上げる次第であります。町政執行方針にも

述べさせていただきましたけれども、皆様からいただきました提言、ご意見をもとにより

よい町政推進のために職員一丸となって取り組んでまいる所存であります。 

最後になりますけれども、町議会議員の皆様に指導をいただきましたことに重ねてお礼

を申し上げまして、第１回町議会定例会閉会に当たりましてのお礼のあいさつとさせてい

ただきます。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。 



 － 51 － 

 本定例会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。 

 よって、会議規則第７条の規定により、本日で閉会したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、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21年第１回浦幌町議会定例会を閉会いたします。 

閉会 午後 ３時０５分 

 


