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平成２１年第３回浦幌町議会定例会（第４号） 

 

平成２１年９月１６日（水曜日） 

開議 午前１０時００分 

閉会 午後 ０時１６分 

 

〇議事日程 

 日程第 １ 議会運営委員長報告 

 日程第 ２ 諸般の報告（議長） 

 日程第 ３ 行政報告（町長） 

 日程第 ４ 認定第 ２号 平成２０年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算認定に        

ついて 

 日程第 ５ 認定第 ３号 平成２０年度浦幌町模範牧場特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

 日程第 ６ 認定第 ４号 平成２０年度浦幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決 

算認定について 

 日程第 ７ 認定第 ５号 平成２０年度浦幌町老人保健特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

 日程第 ８ 認定第 ６号 平成２０年度浦幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

認定について 

 日程第 ９ 認定第 ７号 平成２０年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

 日程第１０ 認定第 ８号 平成２０年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計歳入歳出決算 

認定について 

 日程第１１ 認定第 ９号 平成２０年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定 

について 

 日程第１２ 認定第１０号 平成２０年度浦幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算認 

定について 

 日程第１３ 認定第１１号 平成２０年度浦幌町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

 日程第１４ 発委第 ４号 道路の整備に関する意見書の提出について 

 日程第１５ 発議第 ９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 
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    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 

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   上  村  健  二 
 
          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   広  瀬  明  教 

          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   永  澤  厚  志 

          診療所事務長      菅  原     敏 
 
          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      久  門  好  行 

     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 
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    浦幌消防署 

     署    長   横  田  孝  志 

 

〇出席議会事務局職員 

     局    長   泉        初 

     議 事 係 長   増  子  礼  子 
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開議 午前１０時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は13名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

をいたします。 

 

    ◎日程第１ 議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

杉江委員長。 

〇杉江議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。 

 第３回定例会16日本日の運営について、委員全員出席のもと、15日午後、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。会

期は17日までとなっておりますが、議事の都合により本日で最終日といたしたいと思いま

す。 

本日の日程は、諸般の報告、行政報告に続き、平成20年度特別会計審査10件、委員会発

委、議長提出は所管事務調査等であります。 

 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。議員各位のご理解賜ります

ようお願い申し上げ、議会運営委員会委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 諸般の報告 

〇田村議長 日程第２、諸般の報告を行います。 

９月９日から15日までの議長等の動静については、諸般の報告としてお手元に配付のと

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９月９日から平成21年９月15日までの町長等の動静については、お手元に配付

のとおりでありますので、ごらんおきをいただきたいと思います。 

 ２のその他について報告をさせていただきます。ブロードバンド及び地上デジタル放送

難視聴対策について報告をいたします。国においては、インターネット通信の高速回線化
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により2010年度までにブロードバンドゼロ地域の解消を図るとともに、テレビについては

2011年７月までに現在のアナログ放送をデジタル化するとされています。本町のブロード

バンド環境については、ＮＴＴによるＡＤＳＬ通信サービスが提供されているものの町内

の一部地域に限られており、通信事業者によるサービスエリアの拡大計画は当面予定され

ていない状況になっています。また、地上デジタルテレビ放送に関しても、町内の一部地

域においてデジタル電波を受信できずにアナログ放送停止後にはテレビを視聴できない地

域が生ずることが想定されています。通信及び放送環境の整備については、本来は通信、

または放送事業者、あるいは国が責任を持って行うべきであると考えているところであり

ますが、国においては採算性の問題等から民間事業者の事業展開が困難な地域における情

報格差是正対策として、本年５月に成立した国の経済危機対策関連予算として地域情報通

信基盤整備推進交付金を増額補正し、また当該交付金事業に公共投資臨時交付金を充当す

るといった財源計画を示されたところであります。示された財源計画では、事業費の３分

の１が地域情報通信基盤整備推進交付金、事業費の３分の２の約90％が公共投資臨時交付

金で措置され、残り10％が起債となりますが、起債償還金の約70％が地方交付税措置され

るため、町の実質負担額は事業費の約２％程度というものでありました。このことから、

以前より町民の方からインターネット回線速度の高速化の要望もありましたし、2011年７

月のアナログ放送停止によりテレビを視聴できない地域ができることは避けなければなら

なく、また示された財源計画のとおり事業費の約２％程度の町負担で整備できるのであれ

ばこの地域情報通信基盤整備推進交付金を活用し、ブロードバンドゼロ地域の解消及び地

上デジタル放送難視聴地域の解消を図ることが最適であると判断し、国に対し要望を提出

していたところです。 

 事業の概要といたしましては、町内全域に光ケーブルを敷設し、インターネット利用者

には超高速回線の利用環境を整え、地上デジタル放送の受信困難世帯に対しては整備する

光ケーブルによる映像電波を再送信し、デジタル放送を視聴していただく環境を整備する

というものであります。先月末に北海道総合通信局から事業採択の内示を受けましたが、

内示を受けたのは事業費の３分の１の地域情報通信基盤整備推進交付金だけであり、残り

３分の２に対する公共投資臨時交付金及び起債に関しては現在までのところ不透明な状況

になっております。現在の事業計画では事業費が10億1,700万円で、当初示されたとおり財

源措置された場合には整備費用に関しては償還金利息を除き約2,000万円強の町負担の見

込みでありますが、整備後の保守管理経費等についても検討し、公共投資臨時交付金や起

債の方向性が出され、事業実施が可能となった段階で当該事業関連経費の予算補正をお願

いする予定となっておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上、ブロードバンド及び地上デジタル放送難視聴対策についての報告といたします。 

〇田村議長 これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第４ 認定第２号 
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〇田村議長 日程第４、認定第２号 平成20年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 認定第２号 平成20年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算認定につ

いて。 

 平成20年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算認定について、別冊のとおり議会の認

定を求める。 

 平成21年９月９日提出、浦幌町長。 

 平成20年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、区分１、歳入総額9,707万8,894円、２、歳出総額9,083万6,908円、

３、歳入歳出差引額624万1,986円、５、実質収支額624万1,986円。 

 １ページ目、２ページ目の平成20年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算については

省略させていただきます。 

 ３ページ目をお開きください。平成20年度町有林野特別会計歳入歳出決算事項別明細書。

この町有林野特別会計につきましては、制限林を含めまして町有林3,876ヘクタールの管

理、造成をするための特別会計でございます。主な内容、事業効果としまして、立木売り

払いにつきましては５伐区を実施いたしました。樹種につきましては、カラマツが

6,308.353立方メートル、ストローブが1,830.055立方メートル、Ｔ―Ｌ、天然林の広葉樹

でございますが、233.25立方メートル。次に、間伐材売り払いにつきましては、厚内、常

豊、川流布、湧洞でトドマツが1,236.74立方メートル、カラマツが122.873立方メートル、

Ｔ―Ｌ1,226.947立方メートルを間伐して、合計で2,586.56立方メートルを売り払いしてお

ります。それから、保育工事につきましては、人工造林が33.34ヘクタール、準備地ごしら

えが28.79ヘクタール、下草刈りが88.54ヘクタール、除間伐が25.52ヘクタール、間伐が

94.92ヘクタールを実施しております。植栽用苗木購入といたしまして、カラマツ１号苗を

７万3,380本、面積にしまして33.34ヘクタール分を購入しております。ヘクタール当たり

2,200本植えということで実施をしております。 

 それでは、歳入の説明に入らせていただきます。１款道支出金、１項道補助金、１目造

林補助、１節造林補助は、先ほど申し上げましたが、人工造林の33.34ヘクタールほか下草

刈り、除間伐、それから間伐の補助金でございます。２節野そ駆除補助、これにつきまし

ては298.12ヘクタールのヘリ散布１回分の実施であります。 

 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、土地貸付収入でございます。 

 ２目利子及び配当金、利子及び配当金でございます。 

 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入、１節の立木売り払いにつきましては、先ほど

申し上げたようにカラマツが6,308.353立方メートル、ストローブが1,830.055立方メート

ル、Ｔ―Ｌが233.25立方メートルを売り払いをしております。 
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 ２目素材売払収入、１節間伐材売払収入につきましては、間伐売払収入としてトドマツ

が1,236.74立方メートル、カラマツが122.873立方メートル、Ｔ―Ｌ1,226.947立方メート

ルを売り払いをしております。 

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

でございます。 

２項１目基金繰入金の基金繰入金につきましてはゼロとなっております。 

４款１項１目繰越金につきましては、前年度繰越金でございます。 

５款諸収入、１項１目雑入につきましては、北電の立木補償等の収入を雑入として入れ

ております。 

次に、歳出でございます。１款１項１目財産管理費、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。12節役務費につきましては、新植の33.34ヘクタールの森

林国営保険で10年間保証の保険に加入をしております。13節委託料につきましては、町有

林管理業務委託でございます。 

２款１項財産造成費、１目造林費、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。13節委託料につきましては、野そ駆除散布委託料２回分でございます。15節工

事請負費につきましては、説明資料30ページに記載のとおりでございます。16節原材料費

につきましては、７万3,380本の苗木代でございます。 

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

元金でございます。 

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

４款１項１目予備費につきましては執行をしておりません。 

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議お願いをいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第２号を採決いたします。 

 認定第２号を原案のとおり認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、認定第２号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第５ 認定第３号 

〇田村議長 日程第５、認定第３号 平成20年度浦幌町模範牧場特別会計歳入歳出決算認
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定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 認定第３号 平成20年度浦幌町模範牧場特別会計歳入歳出決算認定につ

いて。 

 平成20年度浦幌町模範牧場特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の認定を

求める。 

 平成21年９月９日提出、浦幌町長。 

 平成20年度浦幌町模範牧場特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、区分１、歳入総額１億2,664万6,012円、２、歳出総額１億2,200万

3,629円、３、歳入歳出差引額464万2,383円、５、実質収支額464万2,383円。 

 １ページ目、２ページ目の平成20年度模範牧場特別会計歳入歳出決算書については省略

させていただきます。 

 平成20年度模範牧場特別会計歳入歳出決算事項別明細書。この模範牧場特別会計につき

ましては、乳用牛預託経費及び放牧地、採草地の維持管理を行う経費の特別会計でござい

ます。経営面積につきましては、総面積385.7ヘクタール、草地面積314.1ヘクタールの経

営となっております。それから、夏期預託１日当たり772頭、これは５月20日から10月31日

までの165日間でございます。１日当たりの単価は、町内牛242円、町外牛263円となってお

ります。利用戸数につきましては33戸でございます。冬期預託につきましては、１日当た

り596頭、11月１日から５月19日までの200日間でございます。１日当たりの単価は、町内

牛557円、町外牛578円でございます。利用戸数は31戸となっております。それから、保育

預託、１日当たり179頭、これは365日間でございます。１日当たりの単価は、町内牛231円、

町外牛が315円となっております。利用戸数につきましては16戸でございます。それから、

人工授精捕縛料につきましては769頭で１頭当たり2,000円、入退牧捕縛料につきましては

821頭で１頭当たり1,000円という単価になっております。 

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

１目牧場使用料につきましては、放牧使用料ということで先ほど説明したとおりで、夏期、

冬期の預託、それと保育預託でございます。 

 ２項手数料、１目捕縛手数料につきましては、先ほど説明いたしました人工授精捕縛料

と入退牧捕縛料の収入でございます。 

 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金につきましては、模範牧場基金

利子でございます。 

 ３款１項１目繰越金につきましては、前年度繰越金でございます。 

 ４款諸収入、１項１目雑入につきましては、入牧牛の駆除殺虫剤代金で、２回、延べ800頭

分の収入でございます。 

 ５款１項繰入金、１目基金繰入金につきましては、模範牧場の事業基金からの繰入金で
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ございます。 

 次に、歳出でございます。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、この目につ

きましては模範牧場に係る人件費及び事務諸経費並びに各団体負担金でございます。１の

報酬につきましては、模範牧場運営委員会２回分でございます。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。19節負担金、補助及び交付金につきま

しては、説明資料32ページに記載のとおりでございます。 

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

の維持管理を行う経費でございます。11節需用費、14節使用料及び賃借料につきましては、

説明資料32ページに記載のとおりでございます。13節委託料につきましては、電気保安管

理委託料でございます。16節原材料費につきましては、牧草種子、パドック用資材でござ

います。18節備品購入費につきましては、車両用タイヤでございます。 

 ３款１項１目予備費につきましては、予備費で、執行をしておりません。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議お願いをいたします。 

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 大変良好な決算なのかなというふうに思います。先般模範牧場の運営委員会の

中で、この牧場を指定管理者に移行するということが諮問されたというふうに聞いてござ

いますけれども、この辺のことの考え方についてお聞かせ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 牧場の指定管理者の関係のご質問でございますが、先般５月の第１回の牧

場の運営委員会がございまして、牧場につきましてはこれまで健全経営ということで黒字

でやってきているところでありますけれども、ただ年々預託頭数が減ってきていると。預

託といいますか、町内の酪農家の皆さんが減ってきているという状況の中で、町外からも

今何とか預託をふやしながら、全体の収支を合わせてきているという状況もあります。ま

た、今後の後継者の問題等含めていろいろと問題を抱えております。そういった中で、模

範牧場の運営委員会に今後指定管理者という運営の方法についても一つの考え方としてい

ろいろ調査研究をしていきたいということでご提案を申し上げたところでございます。 

 それで、早速先進地といいますか、既に指定管理者等を行っている町村に出向いて、運

営委員さん含めて視察をしながら今勉強してきているところでありまして、そういった中

でそういう方法が可能だということであれば正式に運営委員会に諮問をしていきたいとい

うことで今考えているところであります。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、森議員。 

〇森議員 説明をいただきました。これが可能になればいつごろからこの体制にいくのか

と運営委員会の中で委員さんからどのような意見等が出ていたのか、その辺のことも答弁
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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 指定管理者ということになったときにどういう体制になるのか不安だとい

うことで、要するに預けて、そして返してもらうという中で、そういう管理のほうが指定

管理者になったときにどういうふうになっていくのかちょっと不安な面もあるというよう

なお話もありました。ただ、今酪農家の方々のニーズも非常に多様化してきていまして、

そういった意味では即応体制といいますか、迅速に対応できる必要もあるのではないかと

いうようないろんなお話もありまして、そういった中で民間の方が指定管理をすることに

よってそういった形も一方ではとれるのではないかというような意見がありまして、今の

ところ不安な部分と指定管理者にしてもいいのではないかというような、いろんな意見が

まだ今いろいろあります。町といたしましては、まず模範牧場を設置した経緯といいます

のは１つには酪農の振興、大きく言えば酪農の振興ということで、牛を増頭するというこ

とも含めまして、そういったことで模範牧場を運営しながら一定の成果が達したのではな

いかというふうには考えておりまして、今個々の農家さんの牛を受け入れて、一定の中で

育てながらお返しするということで、そういう意味では方向も若干変わってきたのかなと

いうふうに思っておりまして、これが指定管理者ということになりますとやはり民間のノ

ウハウの中でよりサービスの提供等ができるのであればそういう方向で考えていきたいな

というふうに思っているところであります。 

（「時期は」の声あり） 

〇門馬副町長 時期については、今やっと入り口にかかったところでありまして、できる

だけ早い方向で考えていきたいと思いますけれども、何せやはりこの問題については受益

者の方々、あるいは農協ともしっかりとその辺お話をしながら、方向性を定めながらやっ

ていかなければいけませんので、まだいつということは決めておりませんけれども、でき

れば早い時期にやっていきたいなというふうに思っております。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 同じような内容になるかと思いますけれども、今お伺いしましたら指定管理

に移行をするべく運営委員のほうに諮問をする段階だというお話ししました。その中で、

今副町長の説明の中にも将来的な模範牧場のあり方、また人材の後継の問題ということも

提案されましたけれども、浦幌乳業の株式を森永に売り出す、その今言った育成の牛を育

てるそのベースまで、ベースと言ったら言い方失礼ですけれども、今まで町が本当に健全

な経営で、繰出金もなく、また毎年基金まで積み立てるような、このようなセクションを

なぜ切り離さなければならないのかと。切り離さないというか、指定管理にしていかなけ

ればならないのかというのがちょっと疑問に思うところございまして、その中で１点、い

ろんな内容的なことは今同僚議員が言いましたけれども、後継問題ということでちょっと

とらえていきますと、非常に長い間努力いただいた管理者もおりますけれども、この行政
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の職員であり、またこのような施設が営々として続くということを前提として人事その他

もやるべきことであっただろうし、そういう形を含めなかったことが一つの後継問題の問

題にあるのかなと思うのですけれども、いろんなセクション、例えば林業の問題について

も担当者がいなくなって、いなくなってと言ったら言い方失礼ですけれども、退職されて、

内容的なプロフェッショナルがいなくなったということで森林組合に委託したという、一

つの見方をすればそういうとらえ方もちょっとできるのでないかと思います。この問題に

ついても何となくそのような面が見えるような気がするのですけれども、庁舎内のすべて

人事を含めて、また専門職、特別職という形でそれぞれ職員はプロフェッショナルになら

ないといけないと思いますけれども、やはりこういう人事交流というのは今までずっと過

去になかった経緯もありますけれども、それが大きな原因かと私は危惧するのですけれど

も、その辺についての考え方はどうなのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 模範牧場につきましては、牧場長含めて、あと事務職員という形でありま

して、そういう中では非常に経営としては黒字ということで、経営手腕を持って牧場長を

含めてやってきてくれたのかなというふうに思っております。ただ、模範牧場ということ

で、当初直営ということでずっとやってきましたけれども、ただ将来長い目で見たときに

この運営をどういうふうにしていくかという部分については、先ほどお話ししましたよう

に一つの当初の目的を達成したという中で、今後はやはり民間の活力といいますか、民間

の方々のそういった部分を入れてやっていくのも一つかなというふうに、これまでも町内

の指定管理者のそういった検討委員会といいますか、どの部門を指定管理者にしていくの

かというような検討する場があったのですが、そういう中でもその一つに入ってきていた

ということで、そういうことも見きわめながらやってきておりまして、先ほど言いました

ように牧場については今後長い目で見たときにやはり指定管理者が一つの方法かなという

ことで考えてきておりましたので、そういう意味では牧場長に全面的にその方面の仕事を

お任せしてきたということでありまして、別にその補充について云々ということではあり

ませんので、その辺について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 ８番、野村議員。 

〇野村議員 それで、もう一点、結局この運営委員会というのはまたそれぞれの意見を出

されると思うのですけれども、利用者、町外者も先ほどおられるという話で、実質聞いて

おりますけれども、やっぱりそこの利用者ほとんどが当農協の組合員ということになろう

かと思うのですけれども、そうするとその団体である農業協同組合、町がこういう形で指

定管理に出す考えもあるよということについての相談なり、投げかけなり、そういう農業

団体についてのご意見の聴取なりということはおやりになったのかどうか、その辺お伺い

したいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 副町長。 

〇門馬副町長 農協さんについては、模範牧場運営委員会のメンバーに入っておりますの

で、話についてはご理解いただいているというふうに思いますけれども、ただ直接指定管

理者の関係で農協にまだ具体的に相談はしている状況にありませんので、これからという

ふうに考えております。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 同じくこの問題について、関連してですが、まだ指定管理者決定したという

ことではないですが、浦乳のときも論議になっております。ご承知のように施設非常に老

朽化していると。今までも地震のときの補修とか、手狭なので、多少の増築するとか、機

械の補充をするとか、そういう形でしか投資はしてきていない。決算の中で４年目、５年

目のプラス状況になってきてはおりますが、それ以前は12年ぐらいの間に１億を投じてや

ってきたと。マイナスになりながら一般会計からつぎ込んでやってきたという、このこと

については産業振興ということで非常に成果はあったと私も思っていますし、町の先ほど

の説明のように考え方としてはあるいはそういう時期にも来たのかなということは思うの

ですが、施設の更新、これは先ほど申し上げましたように公共施設という中では後のこと

を考えて貯蓄をしたりとか、そういうことにはなっていないと思うのです。辛うじてプラ

ス決算を剰余金として基金1,700万積まさったと。これは、ふだんのやりくり資金としてよ

うやくの金額だと思います。そういう中で、そのような形に移行していくということでは

今後施設の対応、老朽化あるいは手狭、分散していて作業効率が悪い、そういうこと含め

てどのように考えてこの指定管理者に移行するようになれば対応していくのかということ

も伺っ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 指定管理者への移行につきましては、今まで副町長が答弁していたとおりで

ありまして、この方向についてやっていきたいと。やっていきたいというか、運営委員会

にはその考え方をお話をして、検討していただいているという状況であります。その中で、

運営委員会の中でも施設整備についてどうなのだというご意見もいただきました。あくま

でもこれ指定管理者制度でありますから、施設としては町の施設であることは間違いない

と。老朽化してきているということも間違いない事実でありまして、これについては順次

やっぱり整備もこれからかかっていくだろうというふうに思っています。そういう意味で

は、町の責任でこの整備はやっていくということになるだろうというふうに思っています。 

指定管理者、今の牧場長がしっかりやっていただいているのですけれども、確かに人事

交流というのは必要な部分もありますけれども、この模範牧場等につきましては単なる管

理者であり得ないという、やっぱりスペシャリストも必要だということもありまして、な

かなか単純に職員の交代というのはできなかったということもありまして、またスペシャ

リストを養成するということも必要性があって、長い間やっていただいて、そしてなおか
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つその成果が今出てきているのだろうというふうに思っています。そういう意味では、今

後とも指定管理者を運営委員会の中で検討していただいて、そして今後の整備については

やはり議員の皆さんにも相談させていただきながら、順次整備を進めていくということに

なるのではないかというふうに考えています。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 町長のほうから説明ありましたように、当然町の施設として整備をしていか

なければならないということでは間違いないと思います。そういう中で、今第３期のまち

づくり計画の策定に入っているということだと思うのですが、その辺にも十分そのことを

検討して、盛り込んで、順次余り無理のないように、今まで非常に財政再建という形の中

で窮屈な運営をしてきていたと思うのです。そうしたことも含めて検討していくべきだと

いうふうに思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 まさに言われるとおりだと思います。この模範牧場等については、他町村の

動向を見ていましてもやはり今民間への移行というのが進んでおりまして、大体半分以上

は民間で運営しているというふうに今なってきている状況にあります。国の政策としても、

できるだけ民間移行ということを進めようとしているのだろうというふうに思います。実

は、今般の飼料の高騰につきましても、民間運営している部分については補助を行うけれ

ども、直接町の模範牧場については補助を行わないというような国の政策でありまして、

それについては町村会としても模範牧場、町の直接運営についても助成を行うようにとい

う意見書を出しておりますけれども、国がそういう政策をとっております。そういう意味

では、民間でできるものは民間で行いなさいというのが国の政策だろうというふうに思っ

ています。ただ、それに単に安易に乗るということではなくて、浦幌町独自でどちらがい

いのか、この検討を今進めているということでありますし、検討委員会の皆さんにも受け

皿も含めて検討していただかなければならないのかなというふうに思っています。指定管

理者といいましても受け皿がなければそんなに簡単にいくわけではありませんので、受け

皿づくりも含めていろいろ今後検討していきたいなというふうに思っていますので、ご理

解をいただきたいなと思います。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 今町長のほうから言及ありましたから、その補助金に関してですが、もちろ

んこの決算報告見ましても、今までもそうですが、補助金関連で言わせてもらえば中山間

地事業、これは当然区域内に模範牧場入っているわけです。しかし、あれだけの面積あっ

ても補助金一つもいただいていない。このこともやっぱり公共施設だということの対応の

一つだと思うのです。 

それから、もう一つ気になっていることがあります。本年度の肥料の高騰に関して60％

上がったということで農家にはほぼ90％、各関係、国やらいろんな関連含めて90％近い助



 － 14 － 

成金が当たるという措置がされましたけれども、このことについても多分対象になってい

ないのだろうというふうに思います。今これは20年度ですからわかりませんが、そのこと

も１つ確認しておきたいので、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 今お話ありましたように中山間地の交付金についても、この前視察したの

は足寄町でございましたけれども、足寄町もその地域に入っておりますので、そこは既に

指定管理者でやっているわけですけれども、そういう補助金を、何千万という補助金をも

らっているということで、それが一つの収入の大きな内容になっていると。また、今肥料

の関係で補助金、先ほど町長も答弁申し上げましたけれども、やはりこれは公共団体が直

営でやっている施設については対象にならないということでございまして、これが民間で

あれば対象になるということで、そういった意味においても民間になることによっての収

入のいろんなものがあるのかなというふうに考えております。 

〇田村議長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第３号を採決いたします。 

 認定第３号を原案のとおり認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、認定第３号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第６ 認定第４号 

〇田村議長 日程第６、認定第４号 平成20年度浦幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算認定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 認定第４号 平成20年度浦幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について。 

 平成20年度浦幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会

の認定を求める。 

 平成21年９月９日提出、浦幌町長。 

 別冊の歳入歳出決算書をもって説明させていただきます。 
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 実質収支に関する調書、区分１、歳入総額10億503万8,804円、２、歳出総額８億6,462万

3,690円、３、歳入歳出差引額１億4,041万5,114円、５、実質収支額１億4,041万5,114円。 

 本会計につきましては、国民健康保険の運営及び医療費収支の会計を処理する特別会計

でございます。主な内容及び事業効果等につきましては、決算説明資料33、34ページに記

載のとおりでございます。 

 次のページに移らせていただきます。平成20年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算書については、省略をさせていただきます。 

 ３ページをごらんおき願います。平成20年度浦幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算事項別明細書、歳入、１款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税、

この目につきましては退職被保険者等を除く被保険者に係る国民健康保険税でございま

す。現年課税分２億1,039万667円、収納率は96.5％で、対前年度比0.51％減の内容でござ

います。滞納繰越分は724万2,977円、不納欠損額は14人で155万1,860円、滞納繰越分収納

率は22.40％で、対前年度比3.50％の減でございました。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税、この目につきましては長い間会社等に勤め、退職

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

でございます。現年課税分818万8,841円、収納率は99.13％で、対前年度比0.5％の減でご

ざいました。滞納繰越分は７万3,571円、滞納繰越分収納率は89.57％でした。なお、１目、

２目の収入未済額合計は、実人員120人、3,118万5,976円でございます。このうち平成21年

度８月末現在では278万884円を収納し、徴収率は現時点で10.12％でございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金、この目につきましては療

養給付費と療養費から成る保険給付費、老人保健拠出金及び介護納付金から保険基盤安定

支援分繰入金の国庫負担分を除いた費用に対し国から34％が交付されるものです。 

 ２目高額医療費共同事業負担金、この目につきましては歳出の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、この目は特定健康診査等に要する経費に対して３分の１が

交付されるものでございます。 

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

の不均衡を調整するために交付されるものでございます。平成20年度は、医療費の増加と

所得額の減少に伴う保険税収入額の減少により、対前年度比663万1,000円の増額交付とな

りました。 

 ３款１項１目療養給付費等交付金、この目は退職被保険者に係る療養給付費、療養費、

高額療養費から退職被保険者分の国民健康保険税、老人医療費拠出金、後期高齢者支援金

等を除いた額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。 

 ４ページをごらん願います。４款１項１目前期高齢者交付金、この目につきましては65歳

から75歳未満の方の加入者割合に対する保険者間の負担の均衡調整のため、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。 
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 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、この目につきましては

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、この目は国庫負担金と同様に３分の１を道から交付される

ものでございます。 

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

不均衡を調整するために交付されるものでございます。 

 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、この目につきましては高額

医療費の発生による保険者の財政運営の不安定化を緩和するため、保険者からの拠出金を

財源として交付されるものでございます。 

 ２目保険財政共同安定化事業交付金、この目につきましては市町村国保間の保険料の平

準化、財政の安定化を図るため、１件30万円を超える医療費について各市町村国保からの

拠出金を財源として都道府県単位で費用負担を調節するために交付されるものでございま

す。 

 ７款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、この目につきましては一般会計

からの繰入金で、保険税の軽減分の補てんを行う軽減分と低所得者を多く抱える保険者の

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

ございます。なお、１節保険基盤安定軽減分繰入金のうち、道から２節保険基盤安定支援

分繰入金について、道、国からそれぞれ合計して2,552万1,550円が財源として交付されて

おります。 

 ５ページをごらん願います。９款諸収入、３項雑入、３目一般被保険者返納金、この目

につきましては一般被保険者が資格喪失等により療養費の給付を受けることができなかっ

た分、２個人、２医療機関について世帯主及び医療機関から返納していただいたものでご

ざいます。 

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

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

委託料は、システム保守、共同電算事務処理、レセプト点検、高齢者医療制度円滑運営シ

ステム改修に係る費用でございます。 

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

係る事務経費でございます。19節負担金、補助及び交付金は、十勝市町村税滞納整理機構

の負担金を支出してございます。 

３項１目運営協議会費、この目につきましては委員９名の国民健康保険運営協議会を２

回開催したことと委員研修に要した費用でございます。 

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

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

して給付してございます。１人につき35万円が５人、38万円が２人、計７人分に要した経

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

した場合に１万円を葬祭給付費として給付しておりますが、10人分の給付に要した経費で

ございます。 

３款１項１目後期高齢者支援金、こ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定した額を同支払基金に支払い、同支払基金が広域

連合に支払う費用でございます。 

４款前期高齢者納付金、８ページに移りまして１項１目前期高齢者納付金、この目は社

会保険診療報酬支払基金が交付する前期高齢者納付金に係る負担金として納付するもので

あります。 

５款１項老人保健拠出金、１目老人保健医療費拠出金、この目につきましては老人保健

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

医療保険各法の保険者が負担する額のうち本町の国民健康保険加入者に係る拠出金を支払

うために要した経費でございます。 

６款１項１目介護納付金、この目につきましては介護保険事業の費用のうち31％につい

ては医療保険各法の保険者が40歳以上65歳未満の第２号被保険者加入者数により負担して

おりますが、本町の国民健康保険負担分を介護納付金として支払うために要する経費でご

ざいます。 

７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費拠出金、この目につきましては過去３年間の

高額医療費の推移を見て、全道対比で拠出する経費でございます。 

８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費、この目は特定健康診査、特定保健指

導により糖尿病、高血圧、高脂血症等への予防を図る目的に始まった事業であり、特定健

康診査で102名の方が受診されてございます。 

９ページをごらんおき願います。２項保健事業費、１目保健衛生普及費、この目につき

ましては被保険者の健康保持のため行う各種事業に要する経費でございます。なお、総合

健診の委託料は対象者393名、基本健診申し込み件数145名、実受診件数は120名の内容でご

ざいました。 

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、この目に

つきましては過年度にさかのぼり、被保険者の資格を喪失したことによる16件の保険税還

付金でございます。 

３目償還金、この目につきましては平成19年度の退職者医療交付金の精算確定により社

会保険診療報酬支払基金に返還したものでございます。 

以上で説明を終わらせていただきますので、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。 

 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 40歳以上の特定健診について伺うのですが、総務常任委員会で所管事務調査

もさせていただきました。そういう中で、民主党は後期高齢者制度を廃止すると言ってい
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ます。それで、特定健診と何関係あるかということなのですが、65％を達成すると被保険

者の持ち分40％ですか、後期高齢者のほうに払う40％分について１割下げると言っている

でしょう。そうすると、浦幌の持ち分2,000万ぐらいありますよね。これ予測ですから、民

主党がそう言っています。後期高齢者制度をなくしたら、一生懸命65％達成しても2,000万

浮くのでしょうか。どこかへ納付しなければならない制度が残るのか、その辺私ちょっと

わからないのですが、予測としてどうでしょう。一生懸命町民に65％健診達成しましょう

やと推進しても、それがなくなってしまったよ、2,000万の利益、浦幌町の拠出金、納付金、

恩恵なくなってしまったよというのでは困るのです。どんなふうに思いますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 ただいまのご質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 その関係につきましては、後の議案の関係で後期高齢者の特別会計にもかかわってくる

ことでございますので、お答えをさせていただきたいと思いますけれども、実際のところ

民主党の掲げておりますマニフェスト等の中での部分につきましては、国を通じて詳細な

と申しますか、一切通知等は来てございません。後期高齢者の特別会計、いわゆる医療制

度につきましても今後どのようなことになっていくかという部分がやはり不安と申します

か、先が見えておりませんので、その部分もございます。いろいろ情報集めている部分が

ありますけれども、今のところはございませんので、今の状況で判断をしていくしかない

のかなというふうにとらえておりますけれども、いずれにいたしましても今後の国の動向

を詳細に素早く集めた中で、支障のないような形で進めていきたいなというふうに思って

ございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 行政の仕事の執行については、もちろん新しい政権ができて、それに従うし

かないと思うのです。ただ、先ほど申し上げましたように町民への健診の推進ということ

では、これただでできないです。１万円ぐらいでしたか、負担かかる。そういう中で、健

診を推進するのか、ちょっと待ってくださいと言うのか、どうなのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 新たな政権移行になって、政策の変換は今あるだろうというふうに予想して

いますけれども、これは想定ですから、その中身について私どもまだ言及する立場にあり

ませんけれども、いずれにしましてもこの特定健診については大きな病になる前に予防を

しようという基本的な考え方あります。私どもは、この予防をするということは大変重要

なことだろうというふうに思っていますので、この推進は当然図っていかなければならな

いだろうというふうに思っています。ただ、その結果が10％減、10％増しというのが前の

政策でありますけれども、それがどう変わるかはわかりませんけれども、やっぱり予防の

ために特定健診を皆さんに呼びかけていくということは必要だろうというふうに考えてい
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ますし、この部分は推進をしていかなければならないだろうというふうに思っています。

ただ、今後政策の中でどういうふうな政策が打ち出されてくるのかは今のところ全くわか

りませんので、それを見ながら、またどういう方法で推進していくかということは考えて

いかなければならないだろうというふうに思っております。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 町長の言われるとおりで、浦幌町も人工透析者が人口比率で全国平均の２倍

あるというようなことも含めて、早期健診はこれはもう当然実施していかなければならな

いことだと思うのです。ただ、広報等でこの制度、65％達成すれば負担が１割減るのだよ

というふうな広報のＰＲをしてきた。そのことを含めて、今町長言われるような町として

の方針というものをきちっとまた説明し直ししながら、推進をしていかなければだめだと

思うのです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 ただいまのご質問に関しては、町長がお話ししたとおりなのですけれど

も、いずれにいたしましても財源的なことは今のところではどうのこうのというような形

は先が読めないものですからお話はできないのですけれども、やはり国保、保険会計につ

きましては大きな問題としての医療費抑制と申しますか、健康管理という部分が大きな部

分がございますので、そういう観点からもさらに健康管理については周知、お願いしたい

という部分を進めていきたいというふうに思ってございますので、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 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第４号を採決いたします。 

 認定第４号を原案のとおり認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、認定第４号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第７ 認定第５号 

〇田村議長 日程第７、認定第５号 平成20年度浦幌町老人保健特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 
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〇鈴木町民課長 認定第５号 平成20年度浦幌町老人保健特別会計歳入歳出決算認定につ

いて。 

平成20年度浦幌町老人保健特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の認定を

求める。 

 平成21年９月９日提出、浦幌町長。 

 別冊の歳入歳出決算書をもって説明させていただきます。 

実質収支に関する調書、区分１、歳入総額１億428万4,884円、２、歳出総額１億60万

1,637円、３、歳入歳出差引額368万3,247円、５、実質収支額368万3,247円。 

 本会計につきましては、老人保健医療制度に係る医療費収支の会計を処理する特別会計

でございます。主な内容及び事業効果につきましては、決算説明資料35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願います。平成20年度老人保健特別会計歳入歳出決算書について

は、説明を省略させていただきます。 

 ３ページをごらんおき願います。平成20年度老人保健特別会計歳入歳出決算事項別明細

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

医療諸費に対する医療保険各法からの現年度分の交付金でございます。 

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

保険各法からの現年度分の交付金でございます。 

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

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

ざいます。 

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

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

す。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、この目につきましては窓口負担

１割の方に係る老人保健医療費に対する一般会計からの繰入金でございます。医療給付費

の精算確定により、308万5,643円を一般会計への返還分として他会計繰出金に計上いたし

ております。 

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

 ６款諸収入、４ページに移りまして２項雑入、２目返納金、この目につきましては過誤

請求により３医療機関から返納していただいたものでございます。 

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

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

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

国保連合会と支払基金を通じて医療機関に支払われるものでございます。 

 ２目医療支給費、この目につきましては老人保健受給者がやむを得ない理由により一た
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ん全額自己負担をした場合の市町村負担分を支払う場合や整骨院にかかった場合はり、き

ゅうなどの施術を受けたときの費用や治療用装具の費用などの一部負担金を除いた額と高

額医療費の支払いに係る経費でございます。 

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

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

ざいます。 

 ２款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目償還金、この目につきましては平成19年度

の医療給付費及び審査支払手数料について精算確定に伴う道及び社会保険診療報酬支払基

金に対する精算返還金でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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。 

 これより認定第５号を採決いたします。 

 認定第５号を原案のとおり認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、認定第５号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩をいたします。 

 

午前１１時０４分  休憩 

午前１１時１５分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第８ 認定第６号 

〇田村議長 日程第８、認定第６号 平成20年度浦幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算認定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 
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〇鈴木町民課長 認定第６号 平成20年度浦幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について。 

 平成20年度浦幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の

認定を求める。 

平成21年９月９日提出、浦幌町長。 

 別冊の歳入歳出決算書をもって説明させていただきます。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額6,212万3,719円、２、歳出総額6,151万8,667円、

３、歳入歳出差引額60万5,052円、５、実質収支額60万5,052円。 

 本会計につきましては、後期高齢者医療制度にかか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。平成20年度が初年度となっております。主

な内容及び事業効果等につきましては、決算説明資料36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願います。平成20年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書に

ついては省略をさせていただきます。 

 ３ページをおめくり願います。平成20年度浦幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

事項別明細書、歳入、１款１項１目後期高齢者医療保険料、この目につきましては75歳以

上の方及び65歳から75歳未満で一定の障害のある方からいただく保険料でございます。被

保険者数1,033人に係る保険料で、765人が公的年金からの特別徴収、286人が普通徴収で納

付されており、現年度分3,488万9,500円、収納率99.92％であります。収入未済み額は２万

8,800円ですが、うち1,800円減が含まれており、このことは国民年金データによる特別徴

収の賦課にかかり、社会保険事務所からデータが送付されるのが事由発生から約６カ月後

になるため、被保険者死亡等、資格喪失等の事務処理が現年度に間に合わず、調定額を超

過した1,800円を平成21年度に繰り越しし、翌年度還付として取り扱うため、還付未済み額

となっているものでございます。なお、平成21年度８月末現在では6,300円を収納し、収納

率は20.59％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、この目は後期高齢者医療広域連

合納付金に要する経費として広域連合事務費分の繰入金と保険料軽減措置分について一般

会計から繰り入れするものでございます。なお、保険料軽減措置分は措置額の４分の３が

道から交付され、それが財源となっております。 

 ４款１項広域連合交付金、１目後期高齢者医療特別対策交付金、この目は制度の広報事

業に要する経費の補助で、広域連合から100％交付されるものでございます。 

 ５款国庫支出金、１項国庫補助金、１目高齢者医療制度国庫補助金、この目につきまし

ては制度円滑事業運営事業として保険料の軽減対策に係るシステム改修に要するもので、

補助率100％の内容で平成21年度への繰越明許費で執行するものでございます。 

 ４ページをごらん願います。歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、こ

の目につきましては本会計に係る職員の人件費及び事務経費でございます。 
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 ２項１目徴収費、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、この目につきまして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。 

 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。 

 これより認定第６号を採決いたします。 

 認定第６号を原案のとおり認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、認定第６号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第９ 認定第７号 

〇田村議長 日程第９、認定第７号 平成20年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 認定第７号 平成20年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて。 

 平成20年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の認定を

求める。 

平成21年９月９日提出、浦幌町長。 

 別冊の歳入歳出決算書をもって説明をさせていただきます。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額５億6,930万1,750円、２、歳出総額５億5,046万

7,756円、歳入歳出差引額1,883万3,994円、５、実質収支額1,883万3,994円。 

 本会計につきましては、介護保険の運営及び介護給付費の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。主な内容及び事業効果等に

つきましては、決算説明資料37、38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願います。平成20年度介護保険特別会計歳入歳出決算書について
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は省略をさせていただきます。 

 ３ページをごらんおき願います。平成20年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出決算事項

別明細書、歳入、１款１項介護保険料、１目第１号被保険者介護保険料、この目につきま

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

7,264万60円、収納率100％で、対前年度比同率でございました。滞納繰越分は36万9,300円、

滞納繰越分収納率は28.73％で、対前年度比2.69％の増でございました。不納欠損額は１人、

17万2,800円で、収入未済み額は７人、74万3,500円であります。なお、現年度分の収入未

済み額のうち１万4,400円減は、国民年金データによる特別徴収の賦課にかかり社会保険事

務所からデータが送付されるのが事由発生から約６カ月後になるため、被保険者死亡等、

資格喪失等の事務処理が現年度に間に合わず、調定額を超過した１万4,400円を平成21年度

に繰り越しし、過年度還付として取り扱うものでございます。収入未済み額について平成

21年度８月末現在では６万8,700円を収納し、収納率9.24％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、この目につきましては介護

保険事業に係る保険給付費の20％を国から交付されるものでございます。 

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

る保険給付費の５％が国から交付されるものですが、75歳以上の後期高齢者の割合や所得

段階の構成割合が全国平均と比較して多い場合は５％を超えて交付され、逆に全国平均よ

り少ない場合は５％を下回って交付されることとなります。平成20年度、本町は8.54％の

交付割合でございました。 

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

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

います。 

 ３目介護従事者処遇改善臨時特例交付金、この目につきましては全額を基金に積み立て、

平成21年度からの処遇改善対応として３年間の財源とするものでございます。 

 ４目介護保険事業費補助金、この目につきましては介護報酬改定によるシステム改修経

費及び要介護認定に係るシステム改修経費に対し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、この目につきましては介護保険

事業に係る保険給付費の12.5％が道から交付されるものでございます。 

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

護予防事業については対象経費の12.5％、任意事業については対象経費の20.25％が道から

交付されるものでございます。 

 ４ページをごらんおき願います。４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、こ

の目につきましては介護保険事業に係る保険給付費の31％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。なお、この交付金の財源は、医療保険各法からの拠出金

になります。 

 ２目地域支援事業交付金、この目につきましては地域支援事業のうち介護予防事業につ
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いて対象経費の31％が交付されるものでございます。 

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

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

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

ては20.25％の市町村負担分、職員給与費等繰入金として介護保険事業に係る職員の人件費

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

るものでございます。 

 ８款諸収入、５ページに移りまして２項雑入、２目返納金、この目につきましては介護

施設から国保連に対して高額介護サービス費の過大請求による１介護保険施設からの返納

金と居宅介護サービス費に係る過大請求による１介護保険施設からの返納金及び介護サー

ビス利用者負担区分変更による１個人からの返納金でございます。 

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

この目につきましては介護保険事業に係る人件費及び事務経費でございます。13節委託料

は、介護報酬改定によるシステム改修経費及び要介護認定に係るシステム改修経費でござ

います。 

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

に係る経費でございます。12節役務費は、主治医意見書を医師に記載していただく手数料

でございます。 

 ２目認定調査費、この目につきましては要介護の認定調査に要する経費でございます。

13節委託料は、介護保険施設及び居宅介護施設等に認定調査を委託している経費でござい

ます。 

 ４項１目介護保険運営協議会費、この目につきましては６人の委員による介護保険運営

協議会を開催したことによる経費でございます。 

 ７ページをごらん願います。２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護

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

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

者に支払われております。 

 ３項１目特定入所者介護サービス等費、この目につきましては居住費、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剰な負担とならないよう所得に応じた定額の負担

限度額を設けることにより低所得者の負担軽減を図るため、本人負担分以外を国保連合会

へ支払う経費でございます。 

 ３款１項１目財政安定化基金拠出金、この目につきましては国、道、保険者が介護保険

計画に基づき算出された保険給付費の0.1％を拠出して財政安定化基金を設けるための本

町の拠出金に係る経費でございます。 

 ８ページをごらん願います。４款１項地域支援事業費、１目介護予防事業費、この目に

つきましては要支援、要介護認定者を除き自立した生活が送られている方を対象に調査を
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行い、虚弱な高齢者に介護予防サービスを提供するとともに、一般の高齢者には介護予防

のための健康づくりを行うための経費でございます。 

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

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

経費でございます。 

 ９ページをごらんおき願います。６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還

金、この目につきましては平成19年度の国及び道並びに社会保険診療報酬支払基金に対す

る介護給付費負担金等の精算に伴う返還に係る経費でございます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金、この目につきましては平成19年度の精算により一般会

計繰入金過年度繰り入れ分の精算返還金を一般会計へ繰り出した経費でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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。 

 ７番、河内議員。 

〇河内議員 私、春に介護認定の基準の見直しということでご質問をさせていただいた経

過があるわけですけれども、その中で新聞報道なんか見ますとやはり認定見直しの中で介

護度が低くなった方がいるので、その辺について緩和的な見直しということでの報道があ

ったのですけれども、実際具体的な面でそういった面が見えてきているかどうか、いかが

でしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 国のほうで介護保険の認定の部分の基準につきましていろいろ指摘

があったというふうなことで、10月から新しい審査項目で実施をするというふうな形にな

っておりまして、こちらのほうで情報として得ている部分では今までよりもその他で記載

する身体的な特記事項ですか、そういうものを重視するような形になって、今までよりも

より実態に近い介護認定というふうな形で認められるというふうなことで進められるとい

うふうに聞いております。 

〇田村議長 ７番、河内議員。 

〇河内議員 あと、もう一点聞きたいと思います。 

 これ当然かかわってくることだと思うのですけれども、成年後見制度というのが介護保

険に伴ってできた制度なのですけれども、この辺の実際の活用されている方がどのぐらい

いるとか、その辺についてちょっとご説明いただきたいなと。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 こちらのほうの押さえているところでは、実際に利用されている方

はいないというふうに認識しております。 

〇田村議長 ほかに質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第７号を採決いたします。 

 認定第７号を原案のとおり認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、認定第７号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１０ 認定第８号 

〇田村議長 日程第10、認定第８号 平成20年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計歳入歳出

決算認定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 認定第８号 平成20年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計歳入歳出決

算認定について。 

 平成20年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の

認定を求める。 

 平成21年９月９日提出、浦幌町長。 

 別冊をごらんいただきたいと思います。平成20年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計歳入

歳出決算書。 

実質収支に関する調書、区分、金額、１、歳入総額３億954万6,441円、２、歳出総額２

億9,474万963円、３、歳入歳出差引額1,480万5,478円、５、実質収支額1,480万5,478円。 

本会計は、浦幌町立診療所の管理運営及び診療にかかわる収支を処理する特別会計であ

り、診療状況など主な内容につきましては成果報告書の39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いただきます。平成20年度浦幌町立診療所特別会計歳入歳出決算書、

歳入歳出につきましては省略させていただきます。 

３ページをごらん願います。平成20年度浦幌町立診療所特別会計歳入歳出決算事項別明

細書、歳入、１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、この目につきまして

は昨年度の決算審査におきまして一般会計繰入金にかかわる交付税措置の内容について明

示するのが好ましいのではないかというご意見がありましたので、決算説明資料に主な内

容及び事業効果等の４に一般会計繰入金の状況を新たに加えて記載しております。 

２款１項１目繰越金につきましては、特に説明を加えることはございません。 
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 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医療行為に伴います診療

報酬などの収入でございます。収納率99.89％でございます。１節保険診療収入に未済額

17万9,350円がございまして、未納件数は25件でございます。実人員としては７人でござい

ます。 

 ２項１目雑入、この科目の主なものは医師会からの休日診療確保対策交付金12万4,000円

ほかでございます。 

 ２目過年度収入、診療報酬の滞納分でございます。収入済額は30件で、収入未済額は50件

であります。収納率は12.11％でございます。 

 歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費、この科目につきましては施設の維持管理

運営にかかわる経費及び事務職員の人件費でございます。11節需用費の不用額は、主な内

容としまして燃料費31万2,000円、印刷製本費４万円の不用額でございます。 

 ２目医業費、この科目につきましては医療業務に携わります所長を初め医師、技師、看

護師等の人件費及び医薬材料、医薬機器の保守業務委託料、医療機器の賃借料などでござ

います。11節の需用費の不用額の主な内容といたしましては、医薬材料費165万1,000円で

ございます。18節備品購入費につきましては、成果報告書の40ページに記載しているとお

りでございます。 

 ２款公債費、１項公債費、１目元金並びに次のページの２目利子につきましては、町立

診療所建設事業債の償還元金及び償還利子でございます。 

 ３款予備費、１項予備費、１目予備費は執行しておりません。 

 以上で説明を終わります。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。 

 ６番、差間議員。 

〇差間議員 私ちょっとこれ説明を求めたいと思います。収入で収入未済額、３款、ここ

で114万出ています。そして、２項の雑入、ここで96万4,765円、そしてこの平成20年17万

9,350円、合わせて114万4,000円と。これは、最初言った数字96万4,765円、１年でこうな

ったのでしょうか。この中身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。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 ３款の諸収入のうち、１目の診療報酬収入額の未済額17万9,350円に

つきましては、20年度に発生した金額でございます。それから、２目の過年度収入96万

4,765円につきましては、今現在平成14年から平成19年度までの未払い分でございます。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 今言われた平成14年から19年、96万4,765円、間違いないですよね、数字は。

そして、足した金額が114万4,115円。それの中身は、今ちょっと説明足りない部分ありま

せんか。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 再度ご説明いたします。 

 滞繰の見方でございますけれども、２目の過年度収入におきまして調定額109万7,675円、

これが前年度から引き継いだ繰越金額であります。それから、20年度に収入されたものが

13万2,910円、20年度末に差し引きしまして96万4,765円、税でいう滞納繰越額になります。

これと新たに平成20年度に発生した未納額、１目の診療報酬の欄の未納額となっている

17万9,360円、これを足したものが114万4,115円となりまして、これが平成21年度への繰越

額となります。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 14年から19年、96万4,765円、これはどんどん足していくのでしょうけれども、

このままでいいと思っているのですか。それを聞きたいのです。どういうような方法でこ

れをなくするものか、このままただ足していくものか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 過年度収入につきましては、当然払っていただくべき金額でござい

ますので、このまま数字としてこういうふうにずっと残していくという考えは毛頭ござい

ません。ただ、今過去の部分につきまして収納対策をとっているわけでございますけれど

も、実質滞納されている方は実人員として41名ございます。金額も100万を超えているとい

う状況でありますけれども、そのうちお一人で72万ぐらい未納額があるという方がいらっ

しゃいます。この方は、病気等で当然入院されまして、その後帯広市の病院に行きまして、

今現在生活保護を受けているというような状況もありまして、状況としては非常に難しい

状況下にあります。この方は70万ありますので、残り30万ちょっとにつきましてはこれか

ら督促をかけまして、実情をお聞きしながら納入交渉を進めていきたいというふうに考え

ております。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 事務長、大変ですよ、これ。ですから、払わない人もあって払わないという

ことはないと思うのです。ただ、取ればいいということでもないと思いますし、ただしだ

んだん、だんだんこれ重なっていったらえらいことになりますから、そういうことを注意

して何とか頑張ってほしいと思います。その点だけもう一点。 

〇田村議長 答弁願います。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 未納額ということで、当然税等には未納額ございますけれども、う

ちのほうは病院ということで、住民の方々は困ったときに駆け込むところでございますの

で、そういう中で当然かかる経費についてはお支払いいただくのは原則であります。しか

しながら、そういう払えないという状況もいろいろあるとは思いますので、その辺を今後

精査しまして、極力、極力といいますか、できるだけ、当然基本的に支払わなければなら
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ないものでありますので、その辺は話し合いの中で何とか収納に結びつくように進めてい

きたいというふうに考えております。 

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 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第８号を採決いたします。 

 認定第８号を原案のとおり認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、認定第８号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１１ 認定第９号 

〇田村議長 日程第11、認定第９号 平成20年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算

認定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 認定第９号 平成20年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて。 

 平成20年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の認定

を求める。 

 平成21年９月９日提出、浦幌町長。 

 別冊の決算書をごらんください。平成20年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額６億7,122万6,608円、２、歳出総額６億6,969万

8,517円、３、歳入歳出差引額152万8,091円、５、実質収支額152万8,091円。 

 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。主な

内容及び事業効果につきましては、説明資料41ページに記載のとおりでございます。 

 １ページ目、２ページ目の平成20年度公共下水道特別会計歳入歳出決算書は省略させて

いただきます。 

 ３ページ目をごらんください。平成20年度公共下水道特別会計歳入歳出決算事項別明細

書、歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目公共下水道費分担金につきましては、

特に説明する内容はございません。 

 ２項負担金、１目公共下水道費負担金、１節公共下水道受益者負担金につきましては、

継続分２件、新規分３件の内容でございます。２節滞納繰越分、収入未済額39万9,260円に
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つきましては、３件、２人分でございます。３節工事負担金につきましては、町道改良工

事に伴う公共汚水桝移設及び旧オベトン川環境整備事業に伴う寿町汚水中継ポンプ所移設

にかかわる補償費でございます。 

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

額22万6,122円につきましては、90件、33人分でございます。２節滞納繰越分、収入未済額

７万4,992円につきましては、44件、８人分でございます。また、不納欠損額5,200円につ

きましては、１件、１人分でございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道事業費補助金、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、内容は主に浦幌終末処理場脱水機電気設備工事及

び機器更新工事でございます。 

 ４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、この科目につきましては水洗

便所等資金貸付金におけ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、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款繰越金から７款諸収入までは特に説明する内容はございません。 

 ８款１項町債、１目公共下水道債、この科目につきましては下水道整備に関する事業債

でございます。 

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

この科目につきましては公共下水道にかかわる一般管理費の内容でございます。14節使用

料及び賃借料につきましては、説明資料42ページに記載のとおりでございます。 

 ２目普及推進費、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。特に説明する内容はございません。 

 ２項施設管理費、１目管渠管理費、この科目につきましては汚水管渠の維持管理にかか

わ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42ページに記載のとおりでございます。 

 ２目処理場管理費、この科目につきましては処理場の維持管理にかかわる経費の内容で

ございます。11節需用費、修繕料、13節委託料、18節備品購入費につきましては、説明資

料42ページに記載のとおりでございます。 

 ２款事業費、１項１目下水道建設費、この科目につきましては下水道建設費にかかわる

内容でございます。13節委託料、15節工事請負費につきましては、説明資料42ページに記

載のとおりでございます。 

 ３款１項公債費、１目元金、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、この科目につきましては長期債償還金利子でございます。 

 ４款１項１目予備費、この科目につきましては実施しておりませんので、不用額となっ

ております。 

 以上で説明を終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。 
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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。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第９号を採決いたします。 

 認定第９号を原案のとおり認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、認定第９号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１２ 認定第１０号 

〇田村議長 日程第12、認定第10号 平成20年度浦幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決

算認定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 認定第10号 平成20年度浦幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算認定

について。 

 平成20年度浦幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の認

定を求める 

平成21年９月９日提出、浦幌町長。 

別冊の決算書をごらんください。平成20年度浦幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算

書。 

実質収支に関する調書、１、歳入総額4,846万5,324円、２、歳出総額4,760万6,940円、

３、歳入歳出差引額85万8,384円、５、実質収支額85万8,384円。 

 この会計は、浦幌町個別排水処理施設の設置及び維持管理をする特別会計でございます。

主な内容及び事業効果につきましては、説明資料43ページに記載のとおりでございます。 

 １ページ目、２ページ目の平成20年度個別排水処理特別会計歳入歳出決算書は省略させ

ていただきます。 

 ３ページをごらんください。平成20年度個別排水処理特別会計歳入歳出決算事項別明細

書、歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目個別排水処理分担金、この科目につ

きましては特に説明の内容はございません。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目排水処理施設使用料、この科目につきまして

は現年度分172件の使用料でございます。 

 ３款財産収入から６款諸収入、１項１目貸付金元利収入までは特に説明する内容はござ
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いません。 

 ２項１目雑入、この科目につきましては消費税及び地方消費税にかかわる還付金でござ

います。 

 ７款１項町債、１目個別排水処理施設整備事業債、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。 

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

この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。

14節使用料及び賃借料につきましては、説明資料44ページに記載のとおりでございます。 

 ２目普及推進費、この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。20年度は８戸が水洗化となっております。19節負担金、補助及び交付

金における排水設備改造補助金の交付は４件でございます。 

 ２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費、この科目につきましては合併処理浄化

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44ページに記載のとおりでございます。 

 ２款事業費、１項１目個別排水処理施設建設費、この科目につきましては合併処理浄化

槽の建設費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44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、この科目につきましては長期債償還元金でございます。 

２目利子、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、この科目につきましては実施しておりませんので、不用額となっ

ております。 

 以上で説明を終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。 

 これより認定第10号を採決いたします。 

 認定第10号を原案のとおり認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、認定第10号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１３ 認定第１１号 

〇田村議長 日程第13、認定第11号 平成20年度浦幌町簡易水道特別会計歳入歳出決算認
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定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 認定第11号 平成20年度浦幌町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につ

いて。 

 平成20年度浦幌町簡易水道特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の認定を

求める。 

平成21年９月９日提出、浦幌町長。 

 別冊の決算書をごらんください。平成20年度浦幌町簡易水道特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額３億7,480万931円、２、歳出総額３億7,161万

4,999円、３、歳入歳出差引額318万5,932円、４、翌年度へ繰り越すべき財源、（２）繰越

明許費繰越額２万5,000円、計２万5,000円、５、実質収支額316万932円。 

 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。主な内容及び事業効果につきましては、説明資料45ページに記載のとおりでござい

ます。 

 １ページ目、２ページ目の平成20年度簡易水道特別会計歳入歳出決算書は省略させてい

ただきます。 

 ３ページ目をごらんください。平成20年度簡易水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書、

歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目簡易水道費負担金、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、１節現年度分、収入未済額67万

935円につきましては、165件、57人分でございます。２節滞納繰越分、収入未済額89万

9,910円につきましては、193件、18人分でございます。 

 ２項手数料、１目簡易水道手数料、この科目につきましては登録２件、新設11件、改造

３件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、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。予算現額と調定額の差額につきましては、繰越明許費の内

容で、地域活性化・生活対策臨時交付金事業を実施するための経費でございます。 

 ４款１項１目繰越金、この科目につきましては特に説明する内容はございません。 

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、この科目につきまして

は浦幌町簡易水道整備事業計画書作成委託業務及び浦幌町簡易水道施設機器類更新工事に

かかわる補助金でございます。 

２目雑入、この科目につきましては特に説明する内容はございません。 

 ６款１項町債、１目簡易水道事業債、この科目につきましては水道施設整備に関する事

業債でございます。予算現額と調定額の差額につきましては、繰越明許費の内容で、貴老

路地区道営営農用水事業を実施するための経費でございます。 



 － 35 － 

 次のページをごらんください。歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

この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。14節使用料及び賃借料につきましては、説明資料46ページに記載のとおりでござい

ます。 

 ２目施設管理費、この科目につきましては簡易水道施設６カ所における維持管理にかか

わる経費の内容でございます。11節需用費、13節委託料、18節備品購入費につきましては、

説明資料46ページに記載のとおりでございます。 

 ２款１項事業費、１目給水事業費、この科目につきましては給水にかかわる揚水機取り

かえ工事などに要する経費の内容でございます。13節委託料、15節工事請負費につきまし

ては、説明資料46ページから47ページに記載のとおりでございます。なお、19節負担金、

補助及び交付金における不用額は、貴老路地区道営営農用水事業費確定による執行残でご

ざいます。 

 ２目地域活性化・生活対策臨時交付金事業費、この科目につきましては浦幌川治水施設

から浦幌浄水場までの老朽化した導水管を更新して、安定した取水量を確保することによ

り水道水の安定供給を図るもので、繰越明許費で実施する内容でございます。 

 ３款１項公債費、１目元金、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、この科目につきましては長期債償還金利子でございます。 

 ４款諸支出金から５款予備費、この科目につきましては実施しておりませんので、不用

額となっております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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。 

 これより認定第11号を採決いたします。 

 認定第11号を原案のとおり認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、認定第11号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１４ 発委第４号 

〇田村議長 日程第14、発委第４号 道路の整備に関する意見書の提出についてを議題と

いたします。 

 提出者の説明を求めます。 
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 産業建設常任委員長。 

〇差間産業建設常任委員長 発委第４号 道路の整備に関す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９月16日、提出者、産業建設常任委員会委員長、差間勝男。 

この意見書の説明をいたします。道路特定財源は、今年度から一般財源化されましたが、

従来の地方道路整備臨時交付金にかわるものとして地域活力基盤創造交付金が新たに創設

されました。さらに、地方財政が極めて厳しい中にあって、広域分散型社会を形成し、道

民の移動や物資の輸送などの大半を自動車交通に依存している本道にとって必要な道路の

整備を従来を超えるスピードを持って推進することが重要である。次の５点強く要望しま

す。 

 １点目、高規格幹線道路ネットワークの早期形成をはかるため、整備中区間の早期供用

を図ると共に、抜本的な見直し区間の未着手区間や基本計画区間について早期事業化を図

ること。 

２点目、地域の暮らしを支える道路整備に必要な予算を確保するとともに、除排雪や適

時適切な修繕など増大するストック維持に対する支援の拡充を図ること。 

 ３点目、今後の事業評価にあたっては、地域からの提案を反映させるなど、救急医療、

観光、災害対策など地域にもたらされる多様な効果を総合的に評価すること。 

 ４点目、道路整備に関する地域のさまざまな課題に対応できるよう、地域活力基盤創造

交付金制度のさらなる充実と必要額の確保を図ること。 

 ５点目、地方の財政負担の軽減に資する地方道路整備臨時貸付金制度の維持・拡充を図

ること。 

以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 

提出先として、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交

通大臣に提出する内容であります。 

議員各位のご協賛賜りますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより発委第４号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 
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 よって、発委第４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１５ 発議第９号 

〇田村議長 日程第 15、発議第９号 所管事務調査についてを議題といたします。 

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

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

会に付託して、議会閉会中にこれの調査をすることに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、委員会にこれの調査を

付託して、議会閉会中の調査をすることに決定をいたしました。 

 

        ◎閉会の議決 

〇田村議長 以上で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。 

お諮りをいたします。会議規則第７条の規定により、本日をもって本定例会を閉会した

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、本日をもって本定例会を閉会することに決定をいたしました。 

 

    ◎町長あいさつ 

〇田村議長 ここで町長より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、一言ごあいさつを申し上げます。 

 平成21年第３回定例会に提案させていただきました議案第67号から第82号、また追加議

案提案をさせていただきました議案第83号から89号までの議案23件につきまして可決、決

定をいただきました。さらに、認定案件であります平成20年度一般会計及び10特別会計の

決算認定についても認定をいただきました。ご審議いただく中で議員の皆様から多数のご

意見、提案を賜りましたけれども、皆様からいただきました貴重なご意見につきましては

今後の町政に反映させるとともに、町民の皆様のご理解をいただくようこれからも町政を

進めてまいりたいと考えているところであります。 

 浦幌町町政の課題は山積をしておりますけれども、議員の皆様のお力をいただきながら、

一つ一つ課題に取り組み、町民の皆さんの立場に立った町政運営に向けて取り組んでまい

りますので、今後ともどうぞよろしくお願いをしたいと思います。本日はありがとうござ

いました。 
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    ◎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３回浦幌町議会定例会を閉会いたします。 

閉会 午後 ０時１６分 

 


